
－１８－ 目　　　　　次

第２編　各　　　論



第１節　国会関係

１　平成１２年中の国会状況

　平成１２年において、次の４国会が開催された。

表１

　　　国会回次　　　召集日　　閉会日　　会　期

第１４７回通常国会 �� １２． １．２０　１２． ６． ２　１３５日間　

第１４８回特別国会 �� １２． ７． ４　１２． ７． ６　　３日間　

第１４９回臨時国会 �� １２． ７．２８　１２． ８． ９ 　１３日間　

第１５０回臨時国会 �� １２． ９．２１　１２．１２． １ 　７２日間　

２　第１４７回通常国会

�　国会審議の概要

　第１４７回国会は、１月２０日に召集され、会期は６月１７

日までの１５０日間であったが、６月２日に衆議院が解

散され、１３５日間となった。

　衆議院比例代表選出議員の定数を５０人削減する公職

選挙法案が冒頭に審議された。本法案は、前国会の平

成１１年１２月に議長裁定により継続審査となっていたが、

１月２５日の（衆）政治倫理・公職選挙法改正特別委員

会で、民主、共産、社民の野党３党が欠席する中、与

党３党共同提案による修正案（比例代表定数部分のみ

２０人削減）の趣旨説明を聴取し、１月２６日には野党３

党が欠席のまま質疑・採決を行い、修正議決された。

さらに、野党３党が欠席のまま１月２７日に（衆）本会

議で可決、２月２日に（参）本会議で可決・成立した。

　１月２８日には、野党３党が欠席する中、小渕総理大

臣の施政方針演説、宮澤大蔵大臣の財政演説、河野外

務大臣の外交演説及び堺屋経済企画庁長官の経済演説

の政府４演説が行われ、野党欠席のまま１月３１日に

（衆）本会議で、２月１日に（参）本会議で代表質問

が行われた。

　さらに、（衆）予算委員会でも野党３党が欠席のまま、

２月２日に平成１２年度総予算の提案理由説明を聴取し、

翌３日に基本的質疑に入った。伊藤衆議院議長が国会

正常化に向けた議長見解を示し、最終的には野党が受

け入れたことで、国会は２週間ぶりに正常化した。

　２月９日、（衆）本会議における平成１２年度公債特例

法案の趣旨説明に対する質疑の中で、翌１０日、（参）本

会議における平成１２年度公債特例法案の趣旨説明に対

する質疑の中で野党の代表質問が行われた。

　平成１２年度総予算審議は、２月９日の国会正常化を

受けて、与野党出席のもと、２月１４日の基本的質疑に

続き、質疑、公聴会、分科会が行われた。２月２９日に、

締めくくり質疑が行われた。共産党より編成替え動議

が提出されたが否決され、平成１２年度総予算は与党３

党の賛成多数で原案通り可決し、同日の（衆）本会議

でも可決された。

　参議院では、３月１７日の（参）予算委員会及び（参）

本会議で可決、成立し、当初予算としては、平成１１年

度と並び戦後最も早い時期の成立となった。

　この間、越智金融再生委員長は、２月２５日辞任し、

後任に谷垣禎一元科技庁長官が任命された。

　平成１１年７月の国会法改正により、第１４７国会から

衆参両院に「日本国憲法について広範かつ総合的に調

査を行うため」の憲法調査会が設置された。また、平

成１１年７月の国会審議活性化法により、第１４７回国会

から衆参両院に常任委員会として国家基本政策委員会

が設置された。

　自由党の連立政権離脱問題をめぐり、４月１日、自

民、公明、自由の与党３党の党首会談が開催されたが、

今後の政権運営の基本的考え方について意見の一致を

見ることができず、自由党の離脱が決定的となった。

自由党内において連立政権に留まるグループは４月３

日新党「保守党」を発足し、自由党は分裂した。４月

５日保守党は自民、公明両党と連立政権を継続するこ

とを確認した。

　４月１日に小渕総理大臣が突然の病に倒れ（５月１４

日死去）、政府は「内閣総理大臣が欠けたとき」に当た

ると判断し、４月４日に小渕内閣は総辞職した。内閣

総辞職に伴い、４月５日の（衆）（参）本会議で内閣総

理大臣の指名投票が行われ、森喜朗衆議院議員が内閣

総理大臣に指名された。なお、同日、組閣が行われた

が閣僚は全員再任された。　４月７日には、森内閣総

理大臣の所信表明演説が衆参両院の本会議で行われ、
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４月１０～１２日にかけて衆参本会議でそれぞれ代表質問

が行われた。

�　農林水産省関係法案審議の概要

　当省関係としては、提出法案１２件、継続法案１件の

うち、１２件が成立した。また、議員立法である米の臨

特法案が成立した。しかし、農地法案は３月３日に提

出したものの、付託されないまま、解散に伴い審議未

了で廃案となった。なお、第１４５回国会から継続され

ていた農林年金法案は３月２１日に（参）国民福祉委員

会で、２２日に（参）本会議で可決された後、（衆）に送

付され、３月２８日に（衆）農林水産委員会で討論、採

決を行い、同日の（衆）本会議で可決、成立した。

�　会期末の状況

　５月３１日に野党は（参）本会議で内閣総理大臣問責

決議案を提出したが、賛成少数で否決された。また、

野党は同日に（衆）議長に内閣不信任決議案を提出し

たが、６月２日の（衆）本会議で内閣不信任決議案の

議題宣告後に解散詔書が伝達され、衆議院は解散され

た。

３　第１４８回特別国会

�　国会審議の概要

　第１４８回国会は、先の第１４７回国会が６月２日に衆議

院が解散され、６月２５日に第４２回の衆議院議員総選挙

が行われたことを受けて、７月４日に召集され、７月

６日までの３日間の会期で行われた。

　召集日の７月４日、（衆）本会議において、正副議長

の選挙を行い、議長には綿貫民輔衆議院議員が選出さ

れた。副議長については、野党は民主党の石井一衆議

院議員を推していたが、投票の結果、無所属の渡部恒

三衆議院議員が選出された。また、引き続き、議席の

指定、会期の件、議院運営委員の選任及び議院運営委

員長の選挙を行った後、内閣総理大臣の指名の投票が

行われ、森喜朗衆議院議員が内閣総理大臣に指名され

た。同日（参）本会議においても森喜朗衆議院議員が

指名された。

　内閣総理大臣の指名を受けて、同日７月４日に第２

次森内閣が組閣され、農林水産大臣には谷洋一衆議院

議員が任命された。

　翌７月５日に（衆）本会議で常任委員の指名、常任

委員長の選挙、特別委員会の設置等処理されていな

かった院の構成の手続きを行い、７月６日に衆参両院

の本会議で一連の会期末処理を行い、第１４８回国会は

終了した。

　なお、第１４８回国会では森内閣総理大臣の所信表明

は行われなかった。

�　農林水産省関係法案審議の概要

　当省関係では、提出法案がなく、法案審議は行われ

なかったが、雪印乳業食中毒事故に起因した酪農・乳

業問題について、７月１９日に（衆）農林水産委員会、

７月２６日に（参）農林水産委員会でそれぞれ閉会中審

査が行われた。

４　第１４９回臨時国会

�　国会審議の概要

　第１４９回国会は、７月２８日に召集され、８月９日まで

の１３日間の会期で行われた。

　この国会では、公共事業汚職問題、大手百貨店そご

う問題などを主要課題として審議が行われた。

　召集日の７月２８日、開会式に引き続き、衆参両院本

会議において、九州・沖縄サミットの報告を含む森内

閣総理大臣の所信表明演説が行われ、（衆）は７月３１日

に、（参）は８月１日に、代表質問が行われた。また、

８月２・３日に（衆）予算委員会が、８月７・８日に（参）

予算委員会が開催された。

　この間、久世公堯金融再生委員長が７月３０日に辞任

し、後任に相沢英之衆議院議員が任命された。

�　農林水産省関係法案審議の概要

　当省関係では、提出法案がなく、法案審議は行われ

なかったが、８月４日に（衆）農林水産委員会、８月

９日に（参）農林水産委員会がそれぞれ開催され、一

般質疑が行われた。

�　会期末の状況

　８月９日、衆参本会議において、一連の会期末処理

が行われ、第１４９回国会は終了した。

５　第１５０回臨時国会

�　国会審議の概要

　第１５０回国会は、９月２１日に召集され、１２月１日まで

の７２日間の会期で行われた。

　召集日の９月２１日、開会式に引き続き、衆参両院本

会議において、森内閣総理大臣の所信表明演説が行わ

れ、これに対する代表質問は９月２５日～２７日に行われ

た。

　この国会の前半は、参議院の比例代表選出議員の選

挙制度を非拘束名簿式に改めるとともに、参議院議員

の定数を削減すること等を内容とする公職選挙法改正

案が大きな焦点となった。９月２１日、参議院が「選挙

制度に関する特別委員会」の設置を決めたものの、共

産、社民、自由が委員名簿を提出しなかったことから、

９月２９日に斎藤参議院議長は職権で委員を指名した。

選挙制度に関する特別委員会は、野党欠席のまま公職

第１章　大　臣　官　房－３２－



選挙法改正案の審議を進め、１０月１３日同法案を可決し

た。１０月１３日、野党欠席のままで（参）本会議を開催

することを回避するため、斎藤参議院議長が「議長

あっせん案」を提示したが、１０月１８日、与野党ともに

受け入れを拒否したため、斎藤参議院議長は「あっせ

ん不調」を宣告し、同日辞表を提出した。１０月１９日に

（参）本会議で井上裕議長が選任された。野党は井上

議長不信任案を提出したが賛成少数で否決され、野党

は（参）本会議を退席した後、公職選挙法改正案は可

決された。衆議院に送付後、１０月２０日から国会は正常

化し、（衆）政治倫理・公職選挙法改正特別委員会で審

議されたが、１０月２５日に与党は質疑終局動議を提出し、

公職選挙法改正案を可決した。翌１０月２６日に（衆）本

会議で同法案は可決、成立した。

　中川秀直官房長官は、１０月２７日に辞任し、同日に福

田康夫衆議院議員が官房長官に任命された。

　平成１２年度補正予算案は、１１月１０日に閣議決定され、

国会提出された。衆参両院本会議で１１月１０日に財政演

説が、１１月１４日にこれに対する質疑がそれぞれ行われ

た。１１月１４日に衆参両院の予算委員会で提案理由説明

を聴取し、（衆）予算委員会で１１月２０日・２１日に質疑が

行われ１１月２１日に可決され、同日に（衆）本会議で可

決された。参議院では、（参）予算委員会で１１月２２日に

質疑が行われた後可決され、１１月２２日に（参）本会議

で可決、成立となった。

�　農林水産省関係法案審議の概要

　当省関係では、農地法案、家畜伝染病予防法案の２

法案を提出し、すべて成立した。また、米価中心の一

般質疑を９月２９日に、畜産物価格中心の一般質疑を１１

月９日に、WTO日本提案中心の一般質疑を１１月３０日

に、（衆）（参）農林水産委員会で行った。

�　会期末の状況

　１１月２０日、民主、自由、共産、社民の野党４党は森

内閣不信任決議案を共同提出した。同日の（衆）本会

議において、保守党の松浪健四郎君が内閣不信任決議

案の反対討論中、演壇からコップの水を撒いたため、

（衆）本会議を延会した。延会後、野党は綿貫衆議院

議長不信任案を提出した。１１月２１日に（衆）本会議は

開会し、議長不信任案を否決し、引き続き内閣不信任

決議案の残余の討論・採決を行い、否決した。

　１１月２９日、議会開設１１０年記念式典が天皇、皇后両陛

下をお迎えして参議院議場で開かれた。１２月１日、衆

参本会議で一連の会期末処理が行われ、第１５０回国会

は終了した。 
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表２　第１４７回国会（通常国会）における農林水産省関係法律案等の審議経過

表３　第１５０回国会（臨時国会）における農林水産省関係法律案等の審議経過



第２節　広　報　関　係

１　定期刊行物

�　農林水産省広報誌「AFF」

　農林水産省広報誌「AFF」は、農林水産省の総合広

報誌として、一般国民を対象に、内外の農林水産業、

農山漁村、食、食品産業・食品流通業等などの幅広い

情報や、諸施策の紹介等農林水産行政に関する情報を

的確にとりあげ、毎月発行し、都道府県、国・公立図

書館、国民生活センタ－・消費センタ－、農林漁業団

体等に配布した。

�　農林水産省報－今日の話題－

　農林水産省報「今日の話題」は、農林水産施策の普

及浸透及び円滑な推進に資するため、毎月、主要公表

資料、農林水産行政の動き等を要約して発行し、市町

村、都道府県等に配布した。

�　農林水産省年報

　農林水産省年報は、農林水産行政施策をとりまとめ

て業務の参考にするため、前年度に引き続き１１年４月

１日から１２年３月３１日までのものを１１年度版として発

行し、省内、都道府県及び教育機関等に配布した。

�　農　政　の　窓

　「農政の窓」は、農林業関係者に対し、農林水産業施

策の普及浸透を図るため、前年度に引き続き次のテ－

マを全国農業新聞に掲載した。

 １２年 ４月 緑の募金

　　　　　　　　　　　　　「緑の募金」に御協力を

  ４月 新 FMSS

 ������  ������ 農業経営支援のたのもし

 ������������� い助っ人　　　　　　　

 �������� ７月　　水稲収穫調査　　　　　　

 ������������� 水稲収穫量調査の仕組み

 ������������� と改善方向　　　　　　

 �������� １２月　　砂糖の需給拡大　　　　　

　　　　　　　　　　　　　砂糖はからだのエネルギ

　　　　　　　　　　　　　ー源

  １月 農林水産省の新組織　　　

　　　　  　２１世紀の農林水産業と農

　　　　　　　　　　　　　山漁村の発展のために

  ２月 農業経営の法人化の推進　

　　　　　  　法人化でさらなる農業経

　　　　　　　　　　　　　営の発展をめざそう

�　２１世紀の農業・農村を拓く

　「２１世紀の農業・農村を拓く」は、農林漁業者のみな

らず広く国民一般に対し、新基本法を踏まえた近い将

来の農業のための情報を紹介・解説することで農林水

産業の健全な発展をはかるため、次のテーマを全国農

業新聞に掲載した。

 １２年 ６月 遺伝子組換え技術　　　　

　　　　　　　　　　　　　ここまで進んでいる遺伝

　　　　　　　　　　　　　子組換え農作物の開発・

　　　　　　　　　　　　　利用

  ８月 クローン技術　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　畜産分野で研究・開発が

　　　　　　　　　　　　　進められるクローン技術

  ９月 昆虫機能の利用研究　　　

　　　　　　　　　　　　　昆虫の優れた機能を人類

　　　　　　　　　　　　　に役立てるために

  １０月 水稲直播の技術開発

　　　　　　　　　　　　　米作り農家の労働を軽減

　　　　　　　　　　　　　するために　

  １１月 麦の研究開発

　　　　　　　　　　　　　世界最高水準の小麦を目

　　　　　　　　　　　　　指して　

 １３年 ３月 花きの研究と技術開発　　

　　　　　　　　　　　　を目指して

  　　 　花のある豊かな暮らしを

　　　　　　　　　　　　　楽しむために

２　パンフレット等

�　農林水産省のしおり

　農林水産省のしおりは、一般国民及び外国人を対象

に、農林水産行政及び農林水産省の業務の概略を紹介

し農林水産施策についての理解と協力を深めてもらう

ためのパンフレットである。「２００１　M.A.F. F．（くら

しといのちの新世紀へ）」と題し、日本語版と英語版で

作成し、来庁者を中心に、都道府県、市町村、教育関

係者、農業関係団体等へ配布した。

�　農林水産省子供向けパンフレット

　農林水産省子供向けパンフレットは、２１世紀の日本

の農業を担う小中学生を対象とした、農林水産業及び

農林水産行政の理解を深めてもらうためのパンフレッ

トである。「農林水産省ガイドBOOK２１世紀のくらし

を考えていますか」と題し、キャラクターイラストと

写真を中心にQ＆A方式文章で、農業、米、畜産業、

林業、水産業についてわかりやすく解説した。来庁者、

全国小中学校を中心に配布した。
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�　アグリフューチャー講座

　アグリフューチャー講座は、消費者に対する啓発事

業として、「食生活」に最も身近な立場にある女性を中

心に農林水産業の施策を浸透させるため、発行部数の

多い女性生活誌に「食」に対する正しい知識等を紹介

した広報誌である。女性生活誌「saita」（月２回隔週

発行・発行部数８０万部）に見開き２頁の広告記事を年

間３回掲載した。

　テーマは次のとおり。

・生活習慣病やガンを予防するカテキンのパワー「お

　茶」

・ごはんは生活習慣病の予防にも役立ちます「お米」

・女性の味方です！大豆「大豆」

３　視聴覚広報

�　ラ　　ジ　　オ

　「農林水産ダイヤル」は、農林漁業者等を対象に農林

漁業に関する諸施策、農林漁業の動向及び技術情報等

を提供するために、ラジオ短波において毎週水曜日の

１０分間、平成１２年４月～平成１３年３月まで５２回放送し

た。

�　テ　　レ　　ビ

　ア　「若い土」は、農林漁業者等を対象に農林漁業の

動向及び重要施策等について啓蒙するために作成した

ビデオを再編集し、農林水産施策への理解と協力を得

るため、全国ローカル局１８局において毎週１回１５分間、

平成１３年１月～３月まで１２回放送した。

　テ－マは次のとおり。

　１．こころで作るマスカット

　２．底引き網で日本一！

　３．おらほのむらづくり

　４．薬用人参でゆうゆう経営

　５．有機の里をめざして

　６．頑張れ！牛飼い新入生

　７．「畳プロジェクト」進行中

　８．特産品は異業種交流から

　９．未来先取り！お茶づくり

　１０．よみがえれ！棚田の里

　１１．木を活かした街づくり

　１２．環境に優しい養殖

　イ　「おしえて！アグリ」は、消費者等国民一般を対

象に世界の食料事情、日本の食料・農林水産業の現状

についての認識や基礎知識の定着を図るため、島崎俊

郎をリポーターとして番組を制作し、テレビ東京ほか

全国２局において、毎週１回１５分間、平成１２年１０月～

１２月まで１２回放送した。

　テ－マは次のとおり。

　１．美しい大地をいつまでも　

　２．田舎で遊ぼう

　３．元気な森林を守るために

　４．集まれ！農業一年生

　５．わくわく山里体験

　６．美しいお魚お届けします

　７．大丈夫？あなたの食生活　

　８．リサイクルは資源を生かす　

　９．さらに充実！食品表示

　１０．考えよう！食料自給率

　１１．日本の農業について考えよう

　１２．日本の食料について考えよう　

�　V　　T　　R

　ア　「アグリンの農林水産ワールド、食べ残しはど

うなるの」は、次代を担う児童を対象に農林水産業の

実態をわかりやすく紹介し、その中で農林水産行政が

どのように展開されているのか視聴覚的に訴えること

により、農林水産施策への正しい理解を得る目的で、

１５分ビデオテ－プを製作したもので、視聴覚ライブラ

リ－・図書館等２３９ヶ所へ配布し、その利用を依頼した。

　イ　「平成１２年度ビデオ・若い土　前編、後編」は、

農林漁業の動向及び重要施策等について啓蒙すること

により、農林水産施策への理解と協力を得るために、

優良事例を紹介した９０分ビデオテープ２本セットを制

作したもので、各都道府県・農業者大学校等８８ヶ所へ

配布し、その利用を依頼した。

　ウ　「平成１２年度ビデオ・おしえて！アグリ」は、テ

レビ放送された「おしえて！アグリ」の内容を再編集

した３０分ビデオテープを制作したもので、消費生活セ

ンター・視聴覚ライブラリー等９５３ヶ所へ配布し、その

利用を依頼した。

�　有線放送・CATV 等

　「農林水産省トピックス」は、農林漁業者等を対象に

農林水産行政に関する諸施策の円滑な推進を図るため

に、それらを簡単に解説したCD・ビデオテ－プを製作

したもので、有線放送局・農村型CATV局等５２２ヶ所

へ年間５回配布し（１０テーマ／回、１テーマ４分程度）、

その利用を依頼した。

�　電話ファックス

　「アグリコ－ル」は、農林水産業関係者はもとより、

国民一般を対象に、毎日の記者発表資料や基本政策・

制度等幅広い情報を迅速に提供するため、平成７年１０

月から電話ファックスによる情報提供サ－ビスを開始

した。
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４　新聞発表等

　農林水産行政施策等について、前年度同様農政クラ

ブ及び農林記者会に対して記者発表を行った。

　主なものは次のとおりである。

　�　農業、林業及び漁業の動向に関する年次報告、

農業観測、農林水産予算、国会提出法案等主要農林水

産施策

　�　各種審議会、懇談会、国際会議、主要会議の概

要

　�　水陸稲作柄概況をはじめ農産物の作付面積、飼

養頭羽数、生産量、漁獲量、流通等の農林水産統計及

び農林水産施策に関する資料を配布

　�　閣議後及び重要施策策定時等の大臣会見、副大

臣・大臣政務官会議後の副大臣会見、事務次官等会議

後の事務次官会見等

５　海　外　広　報

　我が国の農林水産施策及び農林水産業の実態を正し

く理解してもらうため、１２年度に行った海外広報活動

の主な内容は次のとおりである。

　�　毎週金曜日、在日海外特派員及び在日各国大使

館向けに農林水産省の動向を伝える英文ニュ－スレタ

－「MAFF　UPDATE」を７５０部発行した。また、イ

ンターネット上の農林水産省のホームページにも掲載

した。

　�　農業の多面的機能についての我が国の主張への

理解を広げるため以下の題名の英語及び日本語による

１０～２０分ものビデオテープを製作し、在京外国報道機

関、在外日本大使館、在外外国報道機関、在外日本大

使館、在外国際機関等へ配布するとともに、その利用

を依頼した。

　・「Sustainable Agricalture In Harmony With 

Nature」（日本の農業・農村の有する多面的な

機能を紹介し、農業を持続的に行い自然と共存

していくことの必要性を説明）

　�　米国の農業者等に我が国の農林水産業の現状及

び施策等をラジオ放送を通じ聴覚的に訴え、我が国の

農林水産業施策等の啓発を推進した。

　�　各外国プレスの取材要請に全面的に協力した。

　�　農林水産省紹介用パンフレット「A GUIDE TO 

MAFF」を作成し在日大使館及び在外日本大使館等に

配布した。

６　農林水産省後援名義等使用承認

　農林水産省後援名義等の使用承認は、農林水産業の

発展を図るという趣旨のもとに承認しており、前年度

同様に多省庁、都道府県及び各種団体等が主催する諸

行事（農林水産祭参加行事を含む。）の後援・協賛等

４８０件の名義使用承認を行った。

７　内閣府広報との連携

　内閣府広報においては、政府の施策等について国民

の理解と協力を得るため、また、国民の政府に対する

意見・要望を把握するため、出版物、放送その他各種

媒体による広報活動のほか、国政モニターによる広聴

活動、世論調査を行っている。

　本年度において、内閣府政府広報室を通じて実施し

た当省関係の主なものは次のとおりである。

�　テ　　レ　　ビ

　ア　｢さわやかニッポン ｣（日本テレビ他３０局、１５分

番組。暮らしに関係の深い行政の話題について、有識

者又は各省庁の担当者等が出演し、国民各層に解説。）

　○大豆料理で健康家族（大豆を食べよう）（料理研究

家　杵島直美氏）他６件

　イ　｢話題にアタック ｣（フジテレビ他２６局、１５分番

組。暮らしに関係の深い行政の話題について、取材構

成により、国民各層に解説。）

　○木を切って森を育てる（間伐材利用）他５件

　ウ　｢ご存じですか－生活ミニ情報－ ｣（日本テレビ

他３０局、５分番組。政府施策のうち、国民生活に密着

したテーマに関する情報及び告知的なものについて、

有識者又は各省庁の担当者等が出演し、主婦層に解

説。）

　○食生活の改善（食生活指針について）（和洋女子大

学家政学部長　坂本元子氏）他８件

　エ　｢大調査！！なるほど日本人」（テレビ東京他２３

局、３０分番組。身近なテーマについて意識調査を行い、

関係する政府施策を紹介する。）

　○和食（食料自給率）他５件

　オ　｢明日への架け橋」（閣僚等と多彩なゲストとの

対談を通して、政府が今何をしようとしているのかを

国民角界各層を対象に分かりやすく解説する。）

　○第２５回FAOアジア太平洋地域総会《対談》農林

水産審議官　熊澤英昭と食料・農業・農村政策審議会

委員　平野啓子氏）他４件

�　ラジオ・有線放送

　ア　｢クローズアップにっぽん ｣（東京放送他６局、

３０分番組。暮らしに関係の深い行政の話題について、

インタビュー等により、国民各層に解説。）

　○ある高齢者化対策～山間の山から～（農村漁村い

きいき高齢月間）他６件
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　イ　｢暮らしのマイク ｣（ラジオたんぱ、１５分番組。

暮らしに関係の深い行政の話題について、各省庁の担

当者又は有識者等が出演し、国民各層に解説。）

　○農薬危害防止運動（農産園芸局植物防疫課農薬対

策室長　澤田清）他３件

　ウ　｢中山秀征の愛して JAPAN！！！」（FM東京

他３６局、２５分番組。若い世代に関心がある事項につい

て、番組に寄せられた意見を紹介しながら、番組の最

後に施策の基本を伝える。

　○おいしいごはんで健康生活　他３件

�　出　　版　　物

　ア　｢時の動き ｣（A４判、月１回発行、有識者層

を対象に、政府施策について、対談、インタビュー、

施策の紹介等の諸形式により、内容、背景等について

詳しく解説。）

　○《施策紹介》民営化に向けて動き出した農産物検

査制度

　　《白書ガイド》食料・農業・農村白書　他７件

　イ　｢フォト ｣（A４変形判、月２回発行。広く一

般国民を対象とし、カラー写真、図解を主体とするビ

ジュアル構成、大臣対談等により、各種政府施策を分

かりやすく解説。）

　○《対談》消費者ニーズに合った安全な作物の提供

で谷津農林水産大臣－青山佳世（フリーアナウンサー）

他９件

　ウ　｢にっぽんNOW｣（タブロイド判、年２３回発行。

主に都市地域の一般国民を対象に、政府の主要な広報

テーマと暮らしに役立つ行政情報を新聞折込方式等で

提供。）

　○新規就農啓発強化月間　他６件

　エ　｢広報通信 ｣（A４判、月１回発行。地方公共

団体、民間団体等の広報誌に転載可能な形で、各種政

府施策に関する広報記事その他の広報素材を提供。）

　○〈告知板〉お米の表示が変わります（食糧庁業務

流通課）他１２件

　オ　｢官報資料版 ｣（A４判、週１回発行。官報購

読者及び広く有識者を対象に、各省庁の白書、統計調

査結果等について、その内容を簡潔かつ分かりやすく

紹介。）

　○平成１２年度農業観測他４件

　カ　｢Pacific　Friend｣（A４変形判、月１回発行。

アジア・太平洋地域の人々を対象に、我が国の政府施

策等をビジュアル等を交えながら分かりやすく解説。）

�　新聞・雑誌

　｢「緑の募金」に御協力を！ ｣を読売新聞他７４紙に掲

載。

�　その他の広報活動

　｢緑の募金へのお願い ｣を送出。

�　広　聴　活　動

　ア　世論調査

　�　海辺ニーズに関する世論調査

　平成１２年８月２４日から９月３日の間に全国１５歳以上

の５，０００人を対象に、海辺の利用について他３項目に

ついて調査を実施。

　�　農産物貿易に関する世論調査

　平成１２年７月６日から７月１６日の間に全国２０歳以上

の５，０００人を対象に、食料について他２項目について

調査を実施。

　イ　国政モニター随時報告

　随時報告のうち、回答を要するもの８件を処理し、

その他の報告を関係部局庁等に参考配布した。

第３節　農林水産祭

１　農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与
（農産等６部門）

�　農林水産大臣賞の交付

　第３９回農林水産祭参加表彰行事（１１年８月１日から

１２年７月３１日までの間）として、全国各地で開催され

た各種の品評会、共進会等は３５４行事であり、交付した

農林水産大臣賞は５７３点であった。

�　天皇杯等の授与

　農林水産大臣賞受賞の５７３点のうち、農産、園芸、

畜産、蚕糸・地域特産、林産、水産の６部門で、特に

優秀なものに天皇杯が授与され、それに次ぐものに対

しては、内閣総理大臣賞及び日本農林漁業振興会会長

賞の授与が行われた。

　なお、その選賞は、農林水産祭中央審査委員会（会

長：梶井功氏）において行われた。

２　農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与
（むらづくり部門）

　各地方農政局のむらづくり審査会等において、農林

水産大臣賞に決定された１６事例について、農林水産大

臣賞を交付した。

　また、各地方農政局のむらづくり審査会から天皇杯

等の推薦のあった農林水産大臣賞７点の中から、特に

優良なものについて天皇杯、それに次ぐものに対して

内閣総理大臣賞及び日本農林漁業振興会会長賞が授与

された。

第１章　大　臣　官　房－３８－



３　農林水産祭中央行事

�　農林水産祭式典等

　「農林水産祭式典」は、勤労感謝の日の１１月２３日（木）

１１時２０分～１２時３０分まで、明治神宮会館において、農

林水産大臣賞受賞者、各界代表者及び中央・地方農林

水産関係者など約１，１００人が出席して開催され、まず、

農林水産祭中央審査委員会会長梶井功氏の天皇杯等選

賞審査報告が行われた。次に谷農林水産大臣から天皇

杯の授与を行うとともに、中原総理府総括政務次官か

ら内閣総理大臣賞の授与が、また、谷農林水産大臣か

ら日本農林漁業振興会会長賞の授与及び農林水産大臣

賞５８９点の代表者に記念品の贈呈が行われた。

　なお、天皇杯等の授与に先立ち、収穫に感謝し、農

林水産業者の労をねぎらうとともに、農林水産業の発

展を願う「収穫感謝」が行われた。

　また、前日の１１月２２日�には、明治神宮会館におい

て、９時３０分～１１時３０分まで、農林水産大臣賞受賞者

ほか関係者約７５０名の参加のもとに、農林水産技術総

括審議官の挨拶の後、本年度天皇杯受賞者が業績の紹

介を行い、「私の経営とむらのこれから」のテーマに基

づき、農林水産祭中央審査委員会会長代理等の学識経

験者を交えパネルディスカッションが行われた。

　パネルディスカッション終了後の同日１３時３０分から、

農林水産大臣賞受賞者ほか関係者約８００人は、皇居の

宮殿及び皇居御苑（旧江戸城の本丸、二の丸等）を参

観した。

�　天皇杯受賞者の天皇皇后両陛下拝謁等

　　　　 及び皇居特別参観

　平成１３年１月１７日�１４時から天皇杯受賞者が皇居へ

参内し、天皇皇后両陛下に受賞の御礼を申し上げると

ともに、業績の御説明を行った。

　その後、宮内庁担当官の案内により、宮殿、中庭、

覧所、御所、西桔橋等を特別参観した。

�　実りのフェスティバル等

　１１月１０日�から１２日�の３日間、１０時～１７時まで

（ただし、１２日は１５時まで）、江東区有明の東京国際展

示場（東京ビックサイト）西４ホールにおいて開催さ

れた。

　開催に先立ち、オープニングセレモニーが行われ、

三浦農林水産政務次官の挨拶の後、同政務次官ほかに

よるテープカットが実施された。また、初日には、秋

篠宮同妃両殿下がご来場になり、天皇杯コーナー等を

熱心にご視察された。

　農林水産業啓発展では、天皇杯受賞者の業績を紹介

する天皇杯コーナーのほか、「点検しよう食生活！実

践しよう食生活指針」をテーマに政府特別展示コー

ナーを設け、パネル等により、「食生活指針」「食品と

健康」「食品の機能」「米飯と健康」などについて紹介

し、都道府県農林水産特産物技術・経営普及展コー

ナーでは、全国各地域で実用化されている特産物の技

術を紹介し、消費者の農林水産業への理解を深めた。

　また、４７都道府県による郷土の新鮮な農林水産物の

展示・即売及び３０を越える農林水産関係団体による農

林水産業・食料等についての啓発展示等が行われた。

　更に、一般消費者が新たに農業を始めようとする場

合の相談に応じる「就農啓発コーナー」が設置された

ほか、おなじみの「日曜大工教室」、「ポニー馬車の乗

車体験」等の多彩な催しを行い、来場者の好評を得た。

　なお、実りの喜びを広く多くの人達にも分かち合う

ため、１１月１１日�２２道県から提供された農林水産物を、

�東京善意銀行を通じて、都内複数の福祉施設に贈呈

した。

　開催３日間の来場者は、約６５，０００人であった。
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平成１２年度（第３９回）農林水産祭天皇杯等三賞受賞者

Ⅰ　天皇杯等受賞者

��１　天皇杯受賞者

表　彰　行　事氏名等（年齢）住　　　　所�出品財部　門

第４９回全国農業コンクール市村　利男　（５５才）栃木県黒磯市北和田８０３経　 　 　 　 営
（水稲・麦・大豆）

農　 産

第２６回全国施設園芸共進会おおや高原有機野菜部会
（代表　和田富男）

兵庫県養父郡八鹿町朝倉１１４１経　 　 　 　 営
（野������菜）

園　 芸

第４９回全国農業コンクール佐々木　磯址　（５６才）山口県豊浦郡豊北町大字滝部
３７５４－６

経　 　 　 　 営
（乳���用���牛）

畜　 産

第４９回全国農業コンクール岩下　雅一郎（４７才）鹿児島県大島郡喜界町坂嶺２０４８経　 　 　 　 営
（さ��と��う��き��び）

蚕 糸 ・
地 域 特 産

全国林業経営推奨行事樋口　正博（６９才）福岡県八女郡星野村１１３０－２経　 　 　 　 営
（林������業）

林　 産

第９回静岡県水産加工品総合
品評会

焼津養鰻漁業協同組合
（代表　川村眞吉）

静岡県焼津市道原６５１－１産　 　 　 　 物
（鰻��串��蒲��焼��き）

水　 産

正　名　字
（代表　田中富行）

鹿児島県大島郡知名町正名むらづくり活動むらづくり
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��３　日本農林漁業振興会会長賞受賞者

表　彰　行　事氏名等（年齢）住　　　　所�出品財部　門�

第２９回日本農業賞大塚　博益（５０才）秋田県能代市河戸川字新屋布７７経 営
（水������稲）

農 産

第１回全国果樹技術・経営コ
ンクール

後藤　善一（４４才）静岡県引佐郡三ヶ日町本坂５５５経 営
（温��州��み��か��ん）

園 芸

平成１１年度婦人グループの生
活・生産活動に関する表彰

河内町
生活改善クラブ協議会
（代表磯川洋子）

栃木県河内郡河内町大字白沢
５００

生 活園 芸

第３２回肉用牛経営発表会田中　明跡（４０才）宮崎県串間市大字西方１０２８６経 営
（肉���用���牛）

畜 産

第２９回長崎県茶業大会大山　次作（５４才）長崎県東彼杵郡東彼杵町中尾郷
１５５６

産 物
（ 茶 ）

蚕 糸 ・
地 域 特 産

平成１１年度全国山林苗畑品評
会

母良田房太郎（７６才）青森県十和田市大字大沢田字長
根３２－２

技 術 ・ ほ 場
（苗������ほ）

林 産

第５回全国青年・女性漁業者
交流大会

美濃崎水産加工グループ
（代表真鍋ハマ子）

大分県杵築市大字狩宿１７３２－２経 営
（漁��業��経��営）

水 産

常吉村づくり委員会
（代表広野幸生）

京都府中郡大宮町字常吉むらづくり活動むらづくり

�　２　内閣総理大臣賞受賞者

表　彰　行　事氏名等（年齢）住　　　　所�出品財部　門�

第２８回全国豆類経営改善共励
会

鵡川町スズマル生産組合
（代表　長門宏市）

北海道勇払郡鵡川町文京町２－６経　 　 　 　 営
（大　　　　豆）

農　 産

第９回花の国づくり共励会
「花き技術・経営コンクール」

角田　隆幸（５２才）愛知県一宮市萩原町萩原橋上
１５－１

経　　　　　 営
（花　　　　苗）

園　 　 芸

第２９回日本農業賞原　　昭平（６８才）岐阜県瑞浪市大湫町２２１－２３６経 営
（ブ��ロ��イ��ラ��ー）

畜　 産

第２６回群馬県こんにゃく
立毛共進会

新井　　勇（４２才）群馬県利根郡利根村大字大原
１１８７

技 術 ・ ほ 場
（こ��ん��に��ゃ��く）

蚕 糸 ・
地 域 特 産

平成１１年度長野県きのこ品評
会

高田　清人（４９才）長野県飯田市上郷飯沼３７２０－１産 物
（ぶ��な��し��め��じ）

林 産

第５２回全国蒲鉾品評会株式会社　依光蒲鉾老舗
（代表依光靖三）

高知県高知市若松町５－２５産　 　 　 　 物
（ち���く���わ）

水　 産

中石自治会
（代表渡部昭一）

秋田県男鹿市五里合中石むらづくり活動むらづくり



第４節　年次報告等

　１　食料・農業・農村の動向に関する　　
年次報告等　　　　　　　　　

　食料・農業・農村基本法（以下この項において「基

本法」という。）第１４条の規定に基づき、政府は、「平

成１３年度において講じようとする食料・農業・農村施

策」及び「平成１２年度食料・農業・農村の動向に関す

る年次報告」を平成１３年４月１０日に閣議決定し、同日

付けで第１５１回国会に提出した。

　前者については、食料・農業・農村政策審議会施策

部会において３回にわたる検討を行った後、１３年３月

２１日に開催された第２回食料・農業・農村政策審議会

において農林水産大臣（谷津義男）が諮問し、審議の

結果、同日、案が妥当である旨の答申を得ている。

　後者については、「食料の安定供給の確保」、「多面的

機能の発揮」、「農業の持続的発展」、「農村の振興」と

いう基本法の４つの理念を基本視点として、食料、農

業及び農村の動向と直面する課題及び食料・農業・農

村基本計画（以下この項において「基本計画」という。）

に即した具体的施策の地域への浸透状況等の分析・検

証を行い、これらを通じて基本法の理念の浸透や基本

計画の実現の必要性等について、広く国民各層の理解

を深めるとともに、国民的取組を促進する上での素材

を提供することをねらいとする内容・構成とした。

　その要旨は、以下のとおりである。

�　食料の安定供給確保

　ア　我が国の食料消費・食生活

　単身世帯の増加、生活スタイルの多様化等を背景に、

「食」の外部化・サービス化、簡便化が進展しており、

平成１２年には食料消費支出の２７％を家庭外に依存して

いる。こうした中、消費者の食料に関する知識や農業

に対する関心が低下するなど、「食」と「農」の距離が

拡大している。

　また、脂質の摂取過多等栄養バランスの崩れや、生

産から消費に至る各段階での「食料ロス」の増加、子

ども達の食習慣の乱れ等我が国の食生活は多くの問題

を抱えている。

　こうした課題の解決には、国民一人ひとりの自らの

食生活の見直しが必要である。このため、農林水産省、

文部省、厚生省（いずれも当時の名称による）は共同

で、栄養バランスの改善や食生活における無駄・廃棄
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Ⅱ　むらづくり部門農林水産大臣賞受賞団体

平成１２年度農林水産祭豊かなむらづくり部門農林水産大臣賞決定等事例一覧

（東北ブロック）

下平笠農家組合岩手郡西根町平笠　岩　手

中石自治会男鹿市五里合中石○秋　田

大蔵村四ヶ村開発協議会最上郡大蔵村南山　山　形

（関東ブロック）

アグリパル協議会那須郡塩原町　栃　木

食と健康を考える会北巨摩郡小淵沢町　山　梨

山口村農産物等直売組合木曽郡山口村○長　野

（北陸ブロック）

内川振興協議会金沢市○石　川

（東海ブロック）

明川区東加茂郡足助町明川○愛　知

（近畿ブロック）

常吉村づくり委員会中郡大宮町常吉○京　都

農事組合法人當麻町特産加工組合北葛城郡當麻町新在家　奈　良

（中国・四国ブロック）

沢田生産組合岡山市沢田　岡　山

あったか村連絡協議会双三郡君田村櫃田　広　島

浄瑠璃ウォッチングの会松山市浄瑠璃町○愛　媛

（九州ブロック）

杷木町農林業等総合振興対策協議会朝倉郡杷木町　福　岡

大良むらぐるみ運動実践協議会唐津市大良　佐　賀

正名字大島郡知名町正名○鹿児島

○印は各ブロックの最優良事例である。



の減少等を内容とする「食生活指針」を策定した（平

成１２年３月閣議決定）。指針の普及・定着に向けて、国

や関係機関の支援の下、学校や家庭、地域等における

国民運動的な取組を推進することが必要である。

　イ　食料自給率と食料安全保障

　我が国の食料自給率を供給熱量ベースでみると、昭

和４０年の７３％から、平成１１年には４０％まで低下してい

る。この要因としては、国民の食生活の多様化による、

自給品目である米の消費の減少と、畜産物や油脂類の

消費増に伴う飼料穀物や油糧種子の輸入の大幅な増加

が大きく影響している。

　世論調査によれば、我が国の食料自給率の水準につ

いて、国民の半数以上が低いと認識しており、国民に

対する食料の安定供給の確保は国の重要な責務である。

１２年３月に策定された基本計画においては、食料自給

率の目標（供給熱量総合食料自給率では４５％）が設定

されたところであり、この達成に向けた生産、消費両

面からの、関係者が一体となった取組を推進する必要

がある。

　また、食料の安定供給を図るには、国内の農業生産

の増大に加え、安定的な輸入の確保と適切な備蓄の実

施が不可欠である。このため、情報収集体制の整備や

食料供給力の確保・強化、備蓄制度の適切かつ効率的

な管理・運営等平素からの取組に加え不測の事態に備

え食料安全保障の確立のための取組が必要である。

　ウ　食料の安定供給を支える食品産業と安全・良質

　　な食料の供給

　農業・食品関連産業の国内総生産は約５３．５兆円（平

成１１年度）で、全産業の１割強を占め、また、食品産

業の生み出す付加価値は、我が国のフードシステムの

中で８割強を占めるまでに拡大している。良質な食材

の安定的確保、国産農産物の需要の拡大等、双方にメ

リットのある食品産業と農業の連携の推進や事業活動

に伴う環境負荷の軽減に向けた取組が重要となってい

る。

　また、１２年６月の加工乳等に起因する大規模な食中

毒事故の発生等により、国民の食品に対する不安感が

増大しており、信頼回復に向け、生産から消費に至る

一貫した衛生管理体制の確立等が必要である。さらに、

１２年６月から改正JAS法の施行により、生鮮食料品の

原産地表示が義務付けられたが、実施状況をみると、

専門店の対応の遅れが課題となっている。

　エ　世界の食料需給と農業政策の動向等

　２０００／２００１年度の世界の穀物需給は、消費量が前年

並みと見込まれるなか、作付面積の減少等により生産

は減少する見込みである。

　世界の穀物生産量の増加率は、単収の伸びの縮小及

び収穫面積の減少のため鈍化している。一方、人口増

加と畜産物消費の拡大による穀物需要の大幅増加が見

込まれ、世界の食料需給は中長期的にはひっ迫する可

能性がある。

　こうした中で、我が国は１９８４年以降、世界第１位の

農産物純輸入国となっており、主要農産物の輸入を米

国等少数の国・地域に依存している。

　近年、急激な円高の進行のため、内外価格差が拡大

している。生産資材価格や流通・加工・消費等各段階

にわたるコスト低減等の努力が必要である。

　オ　WTOをめぐる動き

　２０００年１２月、我が国は、「多様な農業の共存」を基本

的目標とし、農業の多面的機能への配慮や食料安全保

障の確保、輸出国と輸入国に適用されるルールの不均

衡の是正等を追求する観点から、対応方針を明らかに

した「WTO農業交渉日本提案」を取りまとめ、WTO

に提出した。この提案に対する国際的理解を得るため、

EU、韓国等との連携を強化しつつ、ねばり強い交渉を

行っていくこととしている。

　�　農業の持続的発展

　ア　担い手の育成確保と農業経営

　平成１２年の総農家戸数は３１２万戸（７年比９．４％減）

で、このうち販売農家は２３３万７千戸となっている。

　農業就業人口（販売農家）は３８９万人（昭和６０年に比

べ約３割減）で、高齢化の一方、昭和一けた世代のリ

タイアも進んでおり、地域の条件に応じた認定農業者

等の効率的かつ安定的な経営体や集落営農、サービス

事業体、第３セクター等の多様な担い手の育成確保が

重要・緊急の課題となっている。また、近年、新規就

農者が増加傾向にあるが、その拡大に向けた一層きめ

細やかな支援が必要である。

　農家経済の動向をみると、平成７年から１１年にかけ

て、経営規模の拡大等を通じて主業農家の農業粗収益

は増加したが、所得率の低下により農業所得はほぼ横

ばいとなった。また、近年、価格変動が大きい米に依

存する地域では農業所得の低下が顕著となっている。

　価格の低落や変動幅の拡大が経営に及ぼす影響を緩

和する観点から、品目別の経営安定対策の導入が進展

しているが、育成すべき農業経営について、経営全体

でみて、経営の安定を図る仕組み等について検討を行

うこととしている。

　イ　農地等の確保と有効利用

　平成１２年の耕地面積は、転用や耕作放棄による農地

の減少により４８３万 ha となった。一方、１１年の耕地利

用率は９４．４％と、前年より０．３ポイント上昇した。優
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良な農地の確保及び有効利用を図る上で、計画的な土

地利用の確保や農業生産基盤整備の推進、育成すべき

農業経営への農地の利用集積の推進等による耕作放棄

の防止等が重要となっている。農地の権利移動は増加

傾向にあり、大規模層への農地の利用集積が進展して

いるが、まだ不十分で、規模拡大に意欲的な経営の不

確実性を減じるなどの取組の強化が重要である。

　ウ　農業分野における情報化及び技術開発・普及の

　　推進

　農業者によるインターネットの活用により新たな商

取引の動きがみられ、ホームページ開設農業者の７割

が、インターネットが営農活動に役立つと認識してい

る。一方、販売農家全体で、パソコンを農業経営に利

用する者は７％にとどまり、今後情報化に意欲的に取

り組む農業者のニーズに即した条件整備が必要である。

　エ　農産物需給の動向

　平成１１年の農業生産（数量）は、畜産が減少する一

方で米や果実、野菜等が増加し、前年に比べ１．６％増

加した。農産物生産者価格は、野菜や米の低下等から、

全体では７．２％低下した。農業生産資材価格は、飼料

等が低下したため１．８％低下した。

　主な品目別の需給動向をみると、米は大幅な緩和基

調が続き、平成１１、１２年産の自主流通米価格も低調に

推移した。これに対応して、緊急に米の需給と稲作経

営の安定を図る「平成１２年緊急総合米対策」が実施さ

れたところであり、現場への対策の趣旨、仕組みの浸

透、適切な進行管理及び関係各機関一体となった取組

が重要である。一方、米消費の減少は下げ止まりの兆

候がみられる。

　麦・大豆の生産は、近年、増加基調で推移している。

また、市場原理を重視した価格形成の導入により、実

需者・消費者のニーズを生産者が把握できる仕組みが

整いつつある。今後、品質・価格面で需要に応じつつ、

生産性を向上させることが重要である。

　野菜については、平成９年～１１年度の間にねぎの輸

入量が約９倍になるなど生鮮野菜の輸入量の大幅な増

加傾向を踏まえ、一般セーフガードの発動について１２

年１２月から政府調査が開始された。国内生産を維持増

大し、輸入野菜に対抗するため実需者ニーズに応じた

生産・流通対策への取組が必要である。

　畜産物需給は安定的に推移しており、平成１２年６月

の大規模な食中毒事故の発生に際しても、生乳生産へ

の大きな被害は回避された。また、１２年３～５月には、

中国産麦わらが侵入源と疑われる口蹄疫が発生した。

稲わら等の輸入が増加している中、安全な粗飼料の確

保による経営安定化のため、国産稲わらの飼料利用等

自給飼料生産の促進が必要である。

�　農村の振興と農業の有する多面的機能の発揮

　ア　農村の現状

　農村の人口は継続的に減少しており、特に中山間地

域等では過疎化が大きな問題となっている。また、少

子高齢化が進行している。一方、都市的地域を中心と

する非農家の増加により農業集落機能の低下が懸念さ

れ、農業用施設の維持管理への地域ぐるみの対応も必

要となっている。

　近年、都市住民の多くは農村に「ゆとり」「やすらぎ」

等を期待している。農村は農業生産活動を通じ、食料

等の農産物の生産とともに多面的機能の発揮により国

民全体の日常生活を支え、都市は農産物の消費等を通

じて農村を支えており、相互依存している。

　イ　農業の有する多面的機能と中山間地域

　農村での農業生産活動の継続により生じる多面的機

能には、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、

景観の形成、文化の伝承等様々なものがあり、国民生

活及び国民経済の安定にとって重要である。多面的機

能には国民の強い期待が寄せられているが、その評価

手法は十分確立されておらず、幅広い学術分野からの

調査検討等、関係機関による活動が展開されている。

　また、中山間地域に関しては、我が国農業生産の約

４割を担い、農業生産活動による多面的機能の発揮を

通じ下流域の住民の生活基盤を守る防波堤としての役

割を果たしている。しかし、農業生産条件は厳しく、

耕作放棄地率は平地の約２倍の水準になっている。こ

うした状況を踏まえ、耕作放棄地発生の防止、多面的

機能の確保を目的に、「中山間地域等直接支払制度」が

平成１２年度から実施された。初年度の実施状況は、地

域の取組姿勢により差異がみられたが、今後、地方公

共団体の一層の取組強化と本制度を契機とした地域活

性化の活動等の活発化が期待される。

　ウ　農村の総合的な振興

　農村の基礎的な生活環境の整備は立ち遅れており、

高齢化への対応や移住者を念頭においた田園居住空間

の整備等地域ニーズへの対応が必要である。産業基盤

や生活環境の整備に際しては、美しい景観や豊かな自

然への積極的な配慮が必要であり、個性ある農村の振

興に向け、各府省のハード事業及びソフト施策間の連

携とともに、計画段階から一貫した地域住民の参加の

促進が重要である。

　都市と農村の間における人・物・情報の交流が、新

たな農村活性化の契機として広がる傾向にあり、都市

から農村への移住者の受入れに向けた支援が重要と

なっている。
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　また、農業生産に加工・流通や都市との交流までを

複合的に加えたアグリビジネスの展開（いわゆる「６

次産業化」）が、雇用確保等に大きな効果をもつと期待

されており、こうした活動の担い手となる人材の育成

等が必要となっている。

　農村の高度情報化は、快適な生活の実現に多様な可

能性を有しており、特に情報の受発信の手段としてイ

ンターネットに高い期待が寄せられている。情報に関

する地域間格差が生じないよう、情報通信基盤の整備

の推進が必要である。

　エ　都市と農村との交流等の促進

　グリーン・ツーリズム等の都市と農村との交流が活

発化しているが、国民に考え方や内容が十分理解され

ていない面もあり、交流活動の運営には多くの課題が

存在している。都市住民の農村交流等に対する潜在的

ニーズが高まる中で、交流を積極的に進め、農村の活

性化等に結び付けるためには、都市住民の意識やニー

ズを踏まえた取組の推進が必要である。

　また、子ども達の農業体験は、豊かな心を育み、人

格形成にも大きな効果を及ぼすものとして、近年、教

育の面から注目されている。農業体験は、貴重な自然

体験となるばかりではなく、農業に対する理解の醸成

等の観点からも重要な取組であり、関係機関の連携に

よる取組の充実が必要である。

　都市農業は、生鮮野菜の生産・供給や景観形成、レ

クリエーションの場の提供等の多様な役割を果たして

おり、今後とも地域と調和し、都市住民のニーズに対

応した発展を図るとともに、市民農園の整備を進める

など適切な施策の実施が必要である。

２　農業・食料関連産業の経済計算

　「農業・食料関連産業の経済計算」は、「産業連関表」

や「国民経済計算」に準拠した手法により、食料供給

に関係する各種産業の経済活動と国民経済とのかかわ

りを、数量的に把握しているものであり、この経済計

算は、①農業・漁業及び食料関連作業の生産活動の結

果を国民経済計算の概念で把握した「農業・食料関連

産業の経済計算」、②農業部門の生産と投資を捉えた

「農業の経済計算」等から構成されている。

　平成１１年度結果は次のとおりである。

　農業・食料関連産業の国内総生産は５３兆５，１９９億円で、

前年度に比べ３．５％減少した。これを産業別にみると、

関連製造業が増加したものの、農業関連投資、飲食店

等が減少した。

　なお、農業・食料関連産業の国内総生産は、全産業

の国内総生産（GDP）の１０．４％を占めている。

３　産　業　連　関　表

　産業連関表は、国あるいは一定地域において１年間

に行われた財貨・サービスの産業相互間取引を一覧表

に表したものである。全国を範囲とする産業連関表は、

総務省、農林水産省をはじめとする関係１０府省庁の共

同作業により、５年ごとに作成している。

第５節　環境保全対策

１　概　　　　説

　我が国は公害防止対策等で顕著な成果を挙げた反面、

窒素酸化物等による大気汚染や生活排水等による水質

汚濁などのいわゆる都市・生活型の公害は依然として

改善が遅れている。

　他方、農山漁村の過疎化、高齢化が進行している地

域を中心に森林、農地等の有する環境保全能力の維持

が困難な地域が発生している。

　平成６年１２月に国の環境政策の大綱として閣議決定

された環境基本計画においても、「農林水産業は、生産

力の基礎を物質循環の中に置いており……環境を積極

的に管理し、その適切な活動を通じて環境保全能力が

維持されるという役割を持つ」とされ、こうした役割

を適切な生産活動を通じて維持・発揮していくための

各般の施策を進めているところである。

　環境基本計画の４つの長期目標である「循環」「共生

｣「参加 ｣｢ 国際的取組 ｣のうち、まず、「環境への負荷

が少ない循環を基調とする経済社会システムの実現」

についてみると、二酸化炭素の吸収源対策としての森

林の適切な保全整備や利用、水環境対策としての保水

能力の高い森林の育成、水貯留・地下水涵養能力等を

有する水田対策、農業集落排水等の生活排水対策、土

壌 ･地盤環境対策として、農用地土壌汚染防止・回復

対策や地盤沈下対策、廃棄物・リサイクル対策として、

ペットボトル等のリサイクル対策等を実施した。

　「自然と人間との共生の確保」についてみると、山地

自然地域、里地自然地域、平地自然地域及び沿岸海

域としてとらえられるような国土空間の特性を踏まえ

つつ、保安林制度や保護林制度の活用による適正な森

林保全、環境保全型農業の推進、環境に配慮した農業

農村・海岸・漁港等の社会資本整備、保護水面制度を

活用した干潟・藻場等の保全、農山漁村地域における

滞在型の余暇活動（グリーン・ツーリズム）の推進、

を実施した。
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　「公平な役割分担の下での主体の参加の実現」につい

てみると、国の事業者・消費者としての環境保全に向

けた取組の率先実行に積極的に取り組むと共に、緑化

活動、グラウンドワーク等の民間団体の活動を支援し

た。

　「国際的取組の推進」についてみると、地球環境保全

対策として、温暖化防止対策、熱帯林保全対策、生物

多様性保全対策、砂漠化防止 ･農地保全対策等を実施

した。

２　農林水産業に係る環境対策の推進

　平成１２年度における環境保全対策のうち主なもの

は、以下のとおりである。

�　環境への負荷が少ない循環を基調とする

　　　　経済社会システムの実現

　ア　大気環境・水環境の保全

　�　森林対策（水源地域整備事業等）

　水源地域において森林の有する水源涵養機能等を高

度に発揮させ、水資源の確保、水質の保全など健全な

水環境の維持に資するため、荒廃森林の整備、水土保

全施設の設置等を総合的に実施した。

　また、林況が著しく悪化した保安林や治山事業施行

地の森林等について、森林の公益的機能を高度に発揮

させ、大気環境、水環境の健全な循環の維持にも資す

るため、荒廃森林の改良、保育等を実施した。

　さらに、緑豊かな生活環境・自然環境の保全・創出

を図る必要のある森林について、総合的な整備を実施

した。

　�　水質保全対策事業

　農業用用排水の水質汚濁に起因する障害を除去し又

は農業用用排水施設から公共用水域に排出される水質

を浄化するため、農業用用排水施設及び水質保全施設

等の整備を実施した。

　�　農業集落排水事業

　農業用水の水質保全や農村生活環境の改善等を図る

ため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理す

る施設を整備するとともに、処理水や発生汚泥等の資

源リサイクルを推進した。

　�　漁場環境保全対策（漁場における公害対策、漁

場環境影響調査、赤潮対策、漁場環境等維持・修復、

漁場油濁被害対策等）

　種々の生物による環境浄化作用等環境改善方策の検

討、海浜生物の生息環境について、ボランティア等の

参加による定点調査等の実施、内分泌かく乱物質、ダ

イオキシン類等有害物質の魚介類への影響や汚染状況

についての調査、貝類の毒化及び解毒機構解明調査、

スクリーニング手法を導入したモニタリング手法等の

研究・技術開発、漁業者等による監視調査への参加の

促進や観測機器整備、漁業者等の監視技術向上のため

の研修会の開催、良好な漁場環境保全のあり方の検討、

集中立地された発電所の海域の漁場に及ぼす影響調査、

油汚染事件発生時の漁業被害を最小限とするための諸

情報を収集・整理し、油汚染漁業影響情報図等の作成・

提供等を行うとともに、水産庁漁業取締船に油回収資

機材を整備した。

　また、漁場環境の修復技術に関する調査・検討、マ

リン・エコトピア２１構想に基づく地域毎のマスタープ

ランの策定を行った。

　このほか、原因者不明の漁場油濁による漁場の清掃

等に要する費用の支弁等について助成した。

　さらに、漁場として重要な藻場・干潟の実態の調査、

消長原因究明のため調査等を行った。

　イ　土壌・地盤環境の保全

　�　土壌保全対策事業

　土壌の変化を把握するための全国的なモニタリング、

土壌管理が環境に与える影響の把握、化学肥料・たい

肥等の施用の指針の策定を推進するとともに、農用地

の土壌汚染防止のための計画策定や対策等に対する補

助を実施した。

　�　地盤沈下対策

　農用地及び農業用施設等について、相当な範囲にわ

たり地盤沈下による被害が発生している地域を対象と

して、地盤沈下機構解明等の調査を行い、かつ、地盤

沈下による農用地及び農業用施設の効用の低下を従前

の状態に回復するための事業について助成した。

　�　公害防除特別土地改良事業

　カドミウム等による汚染農地につき、その被害を防

止、除去するための客土、排土、水源転換等のための

事業について助成した。

　ウ　廃棄物・リサイクル対策

　�　容器包装廃棄物リサイクル対策事業

　容器包装リサイクルの円滑な推進、食品廃棄物のリ

サイクルシステムの構築等を実施した。

　�　食品製造業ゼロエミッションシステム構築事業

　食品製造業等の有機性廃棄物につき、肥飼料化等有

効利用技術の実証等を行い、効率的な処理システムの

開発を行った。

　�　資源循環型食品産業モデル展開事業

　食品産業や農業等から発生する廃棄物をエネルギー

回収型廃棄物処理プラントを核として集約的に処理し

資源として循環させるシステムを構築するため、モデ

ル設計及びシミュレーション実証実験を行った。
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　エ　畜産環境の保全

　�　環境保全型畜産確立対策事業

　家畜ふん尿処理施設の整備、堆きゅう肥の利用促進、

処理技術の実用化等の総合的推進及び堆きゅう肥の流

通システムを構築するための経費について助成した。

　�　畜産環境整備事業

　家畜排せつ物還元用草地等及び家畜排せつ物処理施

設と周辺環境の一体的整備を行い、家畜排せつ物処理

に際して生じる副産物の有効活用施設等の整備を促進

するための経費について助成した。

　オ　その他

　農薬対策

　生物農薬の開発に資する技術の確立、使用残農薬の

適正処理技術の開発等を図るための事業について助成

するとともに、環境負荷の少ない天敵農薬の検査技術

の確立を推進した。

�　自然と人間との共生の確保

　ア　国土空間の自然的社会的特性に応じた自然と人

間との共生

　�　自然循環機能増進総合対策事業

　農業の自然循環機能の維持増進を図るため、持続性

の高い農業生産方式を実践する営農集団等に対し、実

証ほの設置、技術講習会の開催、生産条件の整備等の

支援措置を実施するとともに、土壌機能の維持・増進

を図るため、たい肥や化学肥料の適正使用のための指

針策定、施肥由来の硝酸性窒素等による環境負荷の低

減技術の確立、土壌・土層改良等を実施した。

　さらに、未利用有機性資源等の循環利用・広域流通

及び都市近郊から発生する生ゴミ等の都市農業におけ

る活用の促進を図るため、食品産業、耕種農業、畜産

業等の関係業者からなる協議会の開催、都道府県にお

けるマスタープランの策定、生ゴミ分別収集の啓発、

たい肥化施設の整備等を推進した。

　�　保安林等整備管理

　保安林の機能の維持向上及びきめ細かな配備等の保

安林の整備、標識の設置、台帳の整備等の保安林の適

正な管理並びに保安林の指定によって生じる損失に対

する補償を実施した。

　また、保全管理水準の維持・向上を図るべき森林に

ついて、森林保全推進員等によるパトロール体制の整

備や林野火災予防資機材の配備等の保全管理活動を行

う都道府県に対して助成した。

　国有林野について、林野火災、森林環境の汚染、高

山植物の盗掘等の森林被害の未然防止を図るとともに

入山者の指導啓発を行うため入山者の多い森林地域を

重点に標識や保護柵の設置等森林保全巡視を地方公共

団体と連携を図りながら実施した。

　さらに、国内希少野生動植物種の生息地や移動経路

となる国有林野において、巡視や生息環境の保全・整

備等を行った。また、植生回復等保護林の保全措置や

森林生態系保護地域のバッファーゾーンにおける森林

の働き、森林との接し方等を学ぶ場の整備等を行った。

　イ　生物多様性の確保及び野生動植物の保護管理

　�　特定希少植物保存推進事業

　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」に基づき、特定国内種の生産・流通業者を適

正に指導するとともに、特定国内種に係る者に対する

普及啓発及び実用的な栽培技術の普及等を実施した。

　�　希少水生生物保存対策推進事業

　「データブック」に掲載された種のうち、緊急性が高

く調査可能なものから現地調査を実施し、保護手法に

関する検討を行うとともに、減少の著しい魚類に関す

る遺伝資源保存技術確立のための試験研究を実施した。

　�　農林水産ジーンバンク事業

　農林水産業に有用と見込まれる希少野生生物や地球

環境の悪化に対応した限界環境地域（極地、砂漠等）

の植物をはじめとする農林水産生物全般の遺伝資源の

収集・保存等を行う。

　�　サメ・海鳥保全管理プログラム作成調査費

　国際的に問題とされているサメ類、海鳥の混獲に対

処するため、サメ類の保全・管理及び海鳥の混獲対策

関する行動計画の策定のための調査を実施した。

　ウ　地域づくり等における取組

　�　グリーン・ツーリズム

　農山漁村地域において、その自然、文化、人々との

交流を楽しむ、滞在型の余暇活動であるグリーン・

ツーリズムの推進に必要なモデル整備構想の策定等を

行う「農山漁村でゆとりある休暇を」推進事業を実施

した。

　�　都市山村交流促進

　森林を活用した野外活動を通じた都市と山村の交流

を促進する観点から、森林体験活動や林業体験学習の

場となる森林・施設や受入体制の整備に要する経費に

ついて市町村等に対して助成した。

�　公平な役割分担の下でのすべての主体の

　　　　参加の実現

　ア　率先実行行動計画

　「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組

の率先実行のための行動計画について」（平成７年６月

閣議決定）を受け、省内に周知徹底を依頼するととも

に、官房審議官（環境・兼経済局）が主宰し、各局庁
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等からなる「環境基本計画率先実行行動計画推進・点

検会議」を設置した。

　イ　中山間ふるさと・水と土保全推進事業

　農山村の優れた景観の保存等、多様な機能を有する

棚田地域に対する国民的理解の醸成と棚田等保全の輪

への都市住民等の参加を促進し、棚田地域の持続的な

保全・利活用活動の推進のための支援体制の構築を

図った。

　ウ　グラウンドワーク推進支援事業

　地域住民が主体となり、地方公共団体及び民間企業

とのパートナーシップにより身近な地域の環境を改善

するグラウンドワークが近年各地で取り組まれるよう

になってきている。このような活動を推進・支援し、

農村地域の良好な環境の形成、地域のコミュニティの

活性化、農村と都市との交流等を図った。

　エ　緑化民間活動対策

　全国植樹祭・全国育樹祭の開催や地域緑化活動を通

じ、国民に対する緑化思想の普及啓発を行うとともに、

国民参加による森林づくり活動を促進するため、ボラ

ンティア活動に必要な情報の収集・提供等を実施した

ほか、巨樹・古木材等の適正な保全管理を促進するた

めの技術の開発・普及と、市民に対し身近な緑化に関

する情報の提供等を行った。

�　共通的基盤的施策の推進

　ア　社会資本整備

　�　海岸環境整備事業

　海岸保全施設の新設又は改良と併せて海岸環境の整

備を行い、海岸域が総合的レクリェーション機能を発

揮できるように図る等、国民の休養の場としての利用

促進等を図った。

　�　治山事業等

　森林の維持・造成を通じ、森林の有する山地災害防

止、水源かん養等の公益的機能を高度に発揮させると

ともに、環境財としての森林の整備により環境保全に

も資するため、荒廃地、荒廃危険地、荒廃森林等の整

備を実施した。

　さらに、山村地域の生活環境の改善、水源地域の環

境整備を図るため、林業集落を対象に用排水施設の整

備を重点的に実施した。

　�　漁港環境整備事業

　漁港における景観の保持、美化を図り、快適にして

潤いのある漁港環境を形成するため、植栽、休憩所、

運動施設、親水施設等の整備及び漁港区域内の水域に

おけるヘドロ等の除去、覆砂並びに藻場、干潟等の整

備に要する経費につき助成した。

　�　沿岸漁場保全事業

　沿岸漁場のうち、底質悪化等により効用が低下して

いる漁場を復旧するため、ヘドロのしゅんせつ、藻場・

干潟の造成等について助成した。

　イ　調査研究

　農林水産業に係る環境保全関係試験研究の推進

　�　プロジェクト研究等による試験研究

　�　国立機関公害防止等試験研究（環境庁計上予算

による）　

　�　地球環境研究総合推進費（環境庁計上予算によ

る）

　農林水産省試験研究機関において、公害防止、環境

保全に関する試験研究を推進した。

�　国際的取組の推進

　ア　熱帯林をはじめとする森林保全対策

　持続可能な森林経営を実践・実証するための「モデ

ル森林ネットワーク」の構築を推進するためネット

ワーク作りとこれに関する科学的、技術的知見を交換

することを目的とした国際ワークショップを開催した。

　また、NGO等の民間による植林協力を推進し、地球

温暖化防止を図るため、クリーン開発メカニズム

（CDM）等の実施に向けた国際フォーラムの開催、

NGO支援、海外植林情報の提供等を実施した。

　このほか、焼畑移動耕作地域を対象とした森林造成

促進基礎調査等の森林造成技術の確立に必要な調査、

熱帯林放棄バイオマスの有効な利用促進を図る林産物

の利用高度化技術の確立に必要な調査、地域住民等の

森林経営への参加を促進するモデルフォレスト活動支

援等の広域実証調査等を行った。

　また、国連食糧農業機関（FAO）による各国の森林

計画の策定・実行を推進するため、実証森林設定に関

するアジア地域共通のガイドラインの提案及び実証森

林の設定実践等を行う事業に支援を行い、さらに、国

際熱帯木材機関（ITTO）を通じ、熱帯林の保全と利

用の両立を図る持続可能な森林経営を推進し、「西暦

２０００年目標」熱帯木材及び熱帯木材製品の輸出を専ら

持続可能であるように経営されている供給源からのも

のについて行うことを２０００年までに達成するため、森

林火災対策の普及のための人材育成事業等への支援を

行った。

　イ　生物多様性の保全

　水産資源の持続的な利用を行うため、生活の場を海

洋に依存する野生生物の餌としての要求と漁業による

利用との相互的な関連作用を考慮して、それぞれの適

正な利用量の算定及び餌生物を媒介した野生生物と漁

業に関する相互モデルの開発を実施した。同時に海洋

生態系の生物生産機能に関する調査及びそれに関連し
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た海の環境保全機能の解明を行った。

　さらに、シロナガスクジラ等大型鯨類の資源量、回

遊等の実態を把握し、積極的な資源回復対策を講じる

ために必要な情報を収集する調査を実施した。

　このほか、顕微受精技術を水産分野に導入し、凍結

等によって活性の低下した水産動物の精子でも受精・

発生を可能にする技術の開発を実施した。また、

DNAフィンガープリント技術を水産分野に導入し、

自然集団や人工種苗の遺伝的多様性を評価する手法の

発を実施した。

　また、生物多様性条約関連施策として、FAOに対し、

　①アジア地域植物遺伝資源保全利用体制整備事業及

び②アジア・太平洋地域動物遺伝資源保存対策強化事

業に係る拠出を行った。

　ウ　砂漠化防止・農地保全対策

　西アフリカサヘル地域における砂漠化防止及び中南

米における農地・土壌侵食防止対策に関し、基礎的な

情報の収集や現地における長期にわたる実証調査によ

り、現地の実情に即した汎用的な技術や、その技術や

営農が次世代にわたって継続されるよう開発計画から

農地・施設の管理まで一貫した住民参加型の技術・ノ

ウハウを確立する調査を実施した。

　また、地球規模で進行しつつある農地水源等の環境

劣化に対して、地球探査衛星からの画像解析技術及び

地理情報システム等を駆使したモニタリングシステム

を構築し、計画立案及び資源管理に資することを目的

とした調査を実施した。

　エ　地球温暖化対策

　地球環境保全を目的とする協力の推進に資するため、

CO２ 固定能力に着目した森林造成技術指針、木材の耐

久的利用促進等に関する調査を実施した。

　さらに、肥料の分野においても、農業生産の効率化

と農業が本来持つ環境保全機能の一層の向上のための

農業技術の確立及び普及を推進するため、環境負荷の

より少ない“環境にやさしい肥料”の効果的利用技術

の確立、普及等を行う高度肥料利用技術確立推進事業

を実施した。

　オ　酸性雨対策

　森林に対する酸性雨等の影響の実態把握等のため、

全国規模でのモニタリング調査及び森林衰退の原因究

明並びに森林の健全化に必要な施業方法を確立するた

めの調査等を行った。

　カ　技術開発

　自然環境の改善等を行うことのできる画期的な農林

水産生物を創出するための基盤であるイネ・ゲノム解

析研究等を行った。また、研究者の派遣及び招へいに

より、開発途上地域の環境保全等に寄与する国際共同

研究を行った。

３　農林水産業に係る環境保全関係融資

　畜産経営環境保全資金

　畜産経営に起因する環境汚染問題の発生を防止し、

畜産経営の健全な発展を図るため、経営の移転あるい

は環境保全に必要な施設を設置しようとする者に必要

な資金を農林漁業金融公庫から融資した。

表６　農林水産業に係る環境保全経費、地球環境保全対策

　　　関係予算

 �������������������� （単位：千円）

A１　循環を基調とする経済社会の実現 ��� ４９８，０１１，５８６

　　水道水源等水質保全対策推進事業（A３，４） ��� １，６１６

　　食品ロス統計調査 �������������９８，４０８

　　経営構造対策事業 ����������� １，２６２，８００

　　地域農業基盤確立農業構造改善事業のうち

　　地域資源循環型 ������������� ８２０，９６９

　　新山村振興等農林漁業特別対策事業のうち

　　地域資源循環活用施設 ���������� ４２８，００２

　　地域農業基盤整備管理調査費のうち信濃川水系

　　開発調査の地盤地下分（A４） �������� １５，９００

　　地下水調査費のうち保全調査（A４） ����� １２２，５５０

　＊農業用施設等有害物質実態調査 �������３３，０００

　　農業農村整備推進環境保全技術調査費のうち

　　水環境保全対策（A４） ����������� １３８，０００

　＊農業農村整備推進環境保全技術調査費のうち

　　大気環境保全対策（A５） ���������� ２０，０００

　　地域整備方向検討調査費のうち環境融和型

　　事業計画策定調査 �������������５７，０００

　＊砂漠化防止等環境保全対策調査費（A３，４，５） � ４６３，１８９

　＊農地水資源管理モニタリングシステム

　　構築調査委託費（A３，４，５） ��������� ９０，０６８

　＊海外農業農村開発技術センター等事業費のうち

　　海外技術情報提供費（A３，４，５） ������� ７１，４２５

　＊農地・土壌侵食防止対策調査費（A３，４，５） �� ２４４，２０９

　　農業集落排水事業（A４） �������� １２４，０７３，３８１

　　資源リサイクル畜産環境整備事業（A４） �� ３，６３７，０００

　　広域環境・資源管理事業 ����������２７２，０００

　　農地還元資源利活用事業 ��������� １８４，４７２

　　水質保全対策事業（A４） ��������� ２，６１５，７８６

　　地盤沈下対策事業（A４） ��������� ５，１００，０００

　　公害防除特別土地改良事業（A４） ����� １，３０２，０００

　　海岸環境整備事業（A２，３，４） �������� ６１３，０００

　＊土壌保全対策事務費（環境保全型有機質資源

　　施用基準設定事務費）（A４） ��������� ２，４０４

　＊農作物等有害物質総合調査事業（A４） ���� １８８，１００

　＊温室効果ガス排出削減定量化法調査

　　委託事業（A４） ��������������� ５，０３６

　　自然循環機能増進総合対策事業（A２，３，４） � ４，１４４，５６４

　　自然循環機能増進総合対策事務費（A２，３，４） � ２８，８８４
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　　２１世紀型農業機械等緊急開発事業（A４） �� １，１８９，５３１

　＊高度肥料利用技術確立推進事業（A３） ���� ２３，０２４

　　有機質肥料等適正利用推進事業（A３，４） ��� ２４，６２０

　　肥料環境保全対策強化事業（A４） ������� ５，３８６

　＊地球温暖化抑制のための技術開発（A４） ��� ２３，２１７

　＊環境関連研究機器特別整備事業（A４） ����� ３，０５８

　　特殊肥料表示問題検討会等事務費（A４） ���� ３，３９８

　　肥料等評価高度化調査事業（A４） ������ １４，８２２

　　農業生産資材廃棄物処理適正化事業 �����７２，４１５

　　おでい肥料等検査体制確立事業（A３，４） ��� ３０，１０４

　　農薬環境負荷低減技術調査委託事業（A４） ��� ９，９４６

　　植物防疫情報総合ネットワーク構築事業 ���３９，９２０

　　農薬慢性毒性試験事業（A４） �������� １００，６０７

　　発生予察技術支援対策事業 ���������９７，３１６

　　農林水産航空技術安全・効率化対策推進事業のうち

　　農林水産航空技術合理化試験費及び農業用

　　無人ヘリコプター実用化促進費（A４） ���� ６２，５１１

　＊農薬安全使用等総合推進事業（A４） ����� ９９，９０９

　　重要病害虫発生予察事業 ��������� １２９，８７２

　　総合的病害虫管理推進事業のうち総合病

　　害虫管理体系確立（A４） ���������� １６３，７２５

　＊総合的病害虫管理推進事業のうち

　　臭化メチル代替技術緊急確立（A４） ����� １１８，３２６

　　総合的病害虫管理推進事業のうち農薬

　　内分泌かく乱影響判別技術確立（A４） ���� ９４，６００

　　果実加工場有機性廃棄物対策促進

　　調査委託事業（A４） ������������� ６，２５５

　＊畜産関係温室効果ガス抑制技術等

　　調査検討委託事業 ������������� ３，１４６

　　畜産環境対策調査等指導費 ��������� ４，８０２

　　資源循環型畜産確立対策事業 ������ ３，５２７，８９０

　　畜産環境技術高度化事業（A４） ������� ２２，２２７

　　流通飼料対策事業（A４） ���������� ２７２，７９８

　＊動物用医薬品等安全評価基準開発費 �����１２，４０３

　　食品産業環境対策総合推進事業のうち

　　①産業廃棄物管理票制度普及推進事業

　　②地域廃棄物集中処理システム推進事業 ���１５，７０２

　　食品産業環境対策総合推進事業のうち

　　環境対策総合推進事業（A３，４） ������� １５，８４４

　　公害対策調査指導（A３，４） ��������� １１，０６１

　　食品産業基本政策推進等委託（A３，４） ����� １，３３３

　　容器包装廃棄物リサイクル促進事業費 ����７５，５０５

　　食品産業環境対策推進指導事務費（A３，４） ��� １，２９７

　　容器包装廃棄物リサイクル対策事業費 ��� １０４，９４８

　　地域・食品産業環境対策推進事業（A３，４） ��� ８，１００

　＊食品産業環境対策総合推進のうち

　　食品産業環境ラベル推進事業（A３，４） ����� ６，３０２

　　食品関連一般廃棄物リサイクルシステム

　　推進調査費 ����������������３１，５８６

　　食品製造業ゼロエミッションシステム

　　構築事業（A４） �������������� ９７，２８９

　　食品容器包装リサイクル高度化技術の

　　開発費（A４） ��������������� １４５，８００

　＊食品中の微量物質制御等安全性確保技術の

　　開発事業費 ��������������� ２５３，８００

　　フードシステム連帯強化循環推進中央支援事業の

　　うち外食産業廃棄物循環システム支援事業 ��２２，４７７

　　食品廃棄物総合リサイクル処理施設

　　整備事業（A４） �������������� ２２５，０００

　　食品産業環境対策総合推進のうち廃食用油

　　リサイクル処理モデル推進事業 �������２０，７００

　　原料野菜契約取引高度化モデル事業 ���� １９５，２１７

　＊食品品質表示適正化微量物質等検査分析費の

　　うち環境ホルモン等検査分析費 ������� ４，８１１

　　資源循環型食品産業モデル展開事業費 ��� １００，０００

　＊森林，海洋等におけるCO２収支の評価の

　　高度化（A４）（A４，５） ����������� １３８，５５０

　＊持続的農業推進のための革新的技術開発に

　　関する総合研究（A４） ����������� ３８５，７５０

　＊農林水産ジーンバンク事業（A２） ������ ９４３，８９６

　＊２１世紀を目指した農山漁村におけるエコシステム

　　創出に関する技術開発（A４） �������� ４９５，０００

　　森林・農地・水域を通ずる自然循環機能の

　　高度な利用技術の開発（A４） �������� １３２，７６４

　＊イネ・ゲノムの有用遺伝子の単離及び機能解明と

　　利用技術の開発（A４） ����������� ４００，０００

　＊農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と

　　作用機構に関する総合研究（A４） ������ ６６０，０００

　＊新需要創出のための生物機能の開発・利用技術の

　　開発に関する総合研究（A４） �������� ３９４，６００

　＊新資材利用園芸栽培実用化技術の開発（A４，５）  ３０，６００

　　エコシステムの制御による高度排水処理技術の

　　開発（A４） ���������������� ９２，６５８

　　環境やさしい木材保存処理技術の開発 ����８１，９７３

　＊環境保全型水産技術の開発（A２，４，５） ���� １３２，４０９

　＊イネ・ゲノムの効率的塩基配列解析技術の開発と

　　全塩基配列の解明（A４） ��������� ２，０８４，４００

　　環境創出型養殖技術の開発（A２，４） ����� ７０，０００

　＊エネルギー利用効率の向上等環境調和型食品

　　製造システム技術の開発（A３，４，５） ����� ７６，０００

　＊バイオマスエネルギー利用技術の開発（A３） � ８８，０００

　　植物の代謝系遺伝子を活用した新雑草防除

　　技術の開発（A４） ������������� ２００，２３４

　　環境保全型肥料生産基盤技術の開発（A４） �� ４２，８１４

　　水産加工エコシステム技術の開発（A４） ��� ８３，６２７

　　環境保全型農業のための先進計測技術の

　　開発（A４） ���������������� ７６，０００

　　水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の

　　開発（A２，４） ��������������� ８１，６５７

　　環境負荷物質の動態解明（A４） ������� ６８，４２１

　　先導的技術実用化促進のための研究（A４） �� ５０，０２９

　　木材供給高度化設備リース促進事業　　　　　１６，１５８

　＊人に優しい木質資材公共利用促進

　　技術開発事業 ���������������３０，０００

　　循環型地域材利用促進事業 ���������９３，４５０

　　木質系資源有効利用促進対策事業 ������１８，６５３
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　　木質産業体質強化対策事業 ���������９５，１５０

　　木質利用革新的技術開発促進事業 ������７３，３３３

　　森林環境整備事業（民有林）（A２，４） ��� ２２，９０８，０００

　　森林の公益的機能の評価手法検討調査（A２，４） � ９，５００

　＊バイオマス資源の利用手法に関する調査 ��� ９，０００

　＊森林資源モニタリング調査 �������� ２４１，１２１

　　森林保全整備事業（A２，４） ������� ７８，１７１，０００

　　森林資源データの分析・利用に関する調査 �� １０，０００

　　流域森林・林業活性化促進対策事業（A２） �� １５３，９２５

　＊温暖化防止森林・緑・国民参加

　　促進対策（A２，３，４） ������������ ６８，４４７

　　森林保全管理推進対策事業（民有林）（A２，４）　１０６，９６４

　　森林病害虫等防除事業（A２） ������� ２，７５７，９９９

　　水源地域森林適正整備調査（A４） ������ １０，２０６

　　水源林造成事業 ������������３５，１２３，０００

　＊酸性雨等森林衰退対策事業（A４） ������ ７３，０３８

　＊CO２固定促進育種事業プロジェクト（A５） �� １２，０８０

　＊地球温暖化防止住宅資材利用促進事業 ����１９，６５０

　　水産食品品質高度化総合対策事業（A２，４） �� １３６，３２９

　＊近海漁船の合理化システムの開発（A４） ��� ２１，０１５

　　油回収資機材整備費 ������������１２，４９５

　＊有害物質漁業影響評価・対策調査（A４）　　　　７７，４３４

　＊生物活用型漁場環境改善調査（A２，４） ����� ６，８６０

　　漁場環境修復推進調査費（A４） ������� ３６，１２６

　　海浜生物生息環境調査事業費（A２，４） ���� １６，０４０

　　漁場環境影響総合評価対策手法確立等事業費（A２，４）

 �����������������������２０，１１２

　　沿岸沖合漁業漁況海況予報事業（A４） ���� １０５，６２３

　　漁場環境保全対策のうち漁場油濁

　　被害対策（A４） �������������� １５７，９６９

　＊油汚染漁業影響情報図等作成調査費（A４，５） � １１，１４２

　　マリン・エコトピア調査（A２，４） �������� ５４０

　＊漁場環境保全総合美化推進事業（A２，３，４） �� １３，００２

　　漁場環境保全対策（A２，４） ���������� ７，６６５

　＊藻場・干潟環境保全事業（事業費）（A２，４）　　　８２，５００

　＊漁場環境保全推進事業（事業費）（A２，３，４） �� １９５，１２６

　＊赤潮・貝毒被害防止対策事業（A４） ����� １５９，２７５

　＊内分泌かく乱物質等漁業影響調査（A４） ��� ２２３，３３３

　　ダイオキシン類等漁業調査（A４） ������ １８４，２５０

　　養魚用飼料有害物質等残留防止

　　緊急対策事業費（A２） ������������� ５６２

　　養殖場環境改善システム開発事業費（A４） ���� １５９

　　海面養殖業高度化推進対策事業（A２，３，４） �� ３６４，９９７

　　水産用医薬品調査事業（A３，４） ������� １２，５１６

　　魚病対策技術開発研究推進事業（A２） ���� ５８，５００

　　魚類防疫総合推進調査費（A２）　　　　　　　　１，９６９

　　沿岸漁業総合調査事業のうち栽培資源培養

　　計画策定モデル開発事業（A２，３，４） ������ ８，２６５

　　環境保全型養殖普及推進対策事業（A２，４） ���� ８８５

　　養殖生産物品質安全普及事業（A２） ������� ４７６

　　持続的養殖推進対策事業（A２，３，４） ����� ４７，１６４

　　持続的養殖推進対策フォローアップ

　　事業（A２，３，４） �������������� １０１，５８６

　　新養殖技術開発事業（A２，４） �������� ４５，４６０

　＊２００海里開発促進新技術導入事業のうち

　　岩礁性藻場の造成技術の開発（A２，４） ���� ２０，２３７

　　２００海里開発促進新技術導入事業のうち粒径選別型

　　底掃除システムの開発（A２，４） �������� ８，５０１

　　沿岸漁場保全事業（A２，４） �������� ２，２９４，７００

　＊２００海里開発促進新技術導入事業のうち

　　浅海域緑化技術の開発（A２，４） ������� １８，１００

　＊２００海里開発促進新技術導入事業のうち

　　環境保全型漁場造成技術の開発（A２，４，５） �� ２５０，０００

　　漁港公害防止対策事業（A４） �������� １１５，０００

　　漁業集落排水施設整備事業（A２，４） ���� ８，６６５，０００

　　漁港環境整備事業（A２，４） �������� ２，３７５，０００

　　海岸環境整備事業（A２，３，４） ������� ３，２３６，０００

（特別会計）

　　治山事業のうち保安林整備（A２，４） ��� １２，５５６，０００

　　治山事業のうち水源地域整備（A２，４） �� ２２，４３４，０００

　　治山事業のうち環境保全保安林

　　整備（A２，４） ������������� １０，８７４，０００

　　治山事業のうち直轄治山事業（A２，４） ��� ８，８８４，７８６

　　治山事業のうち山地治山（A２，４） ���� ６８，８０５，６４０

　　治山事業のうち防災林造成（A２，４） ���� ５，９８７，０００

　　治山事業のうち防災対策総合治山（A２，４）  １６，８７９，０００

　　治山事業のうち国有林野内補助

　　治山（A２，４） ������������� 　１，１００，０００

　　森林保全整備事業（A２，４） ������� ３０，４７３，２２３

　　養殖共済赤潮特約掛金補助 �������� ５０４，１０５

A２　自然と人間との共生の確保 ������ １９，４０８，６５２

　＊農林水産業の環境便益に関する評価検討

　　調査費（A４） ���������������� ７，９０２

　＊生物資源保護・利用推進対策事業（A４） ���� ３，８６５

　＊農業の多面的機能に関する調査研究・普及

　　事業（FAO拠出金）（A５） ���������� １７，２９３

　＊農業の多面的機能に関する調査研究・普及

　　事業（ｱｾｱﾝ 事務局拠出金）（A５） ������� ５０，４３３

　　農村振興対策事業推進費補助金のうち

　　都市農村交流対策事業 ���������� １２８，０９０

　　農業農村整備推進環境保全技術調査費のうち

　　生態系保全対策（A４） ����������� ６０，０００

　　地域環境整備事業（A３） ��������� １，９２６，７９６

　　中山間ふるさと・水と土保全推進事業 ���２，６４０，０００

　　中山間総合整備事業のうち生態系保全

　　施設整備事業（A４） ������������ ７０２，００３

　　環境保全型農業生産流通消費調査委託（A３） �� ６，２２４

　＊特定希少植物の保存推進事業（A４） ������ ５，４１６

　　地域農業確立総合支援高度化事業のうち

　　持続的農業技術の普及促進（A３，４） ����� ２００，０００

　　野生鳥獣の農産物被害の防止に関する

　　調査研究（A４） �������������� ４０，０１６

　＊開発途上国生物遺伝資源共同調査事業（A５） � １９，９７１

　　郷土の森林保全活動推進事業（A３，４） ���� ２０，０００
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　　森林総合利用森林整備特別対策（A３，４） ��� ３９７，２２０

　　森林と人との共生推進対策事業 ������� ５，４００

　　森林体験産業の創出に関する調査（A３，４） ��� ５，４００

　　緑化推進（A３，４） ������������� １００，４８２

　　保安林整備管理事業（A４） ��������� ８２２，６３７

　＊内水面外来魚密放流防止体制推進事業（A４） ��� ３３２

　　内水面外来魚管理等対策費（A４） ������ １４，３８７

　＊海産哺乳類混獲等管理促進事業（A５） ���� １２，６１５

　＊国際大型鯨類資源回復調査（A４，５） ����� ４１，７１７

　　磯焼け診断指針作成事業（A４） ������� ２２，９６４

　＊まき網漁法の合理化システムの開発（A４） �� ３１，９６０

　＊水産生物の遺伝的多様性と近親交配の解明

　　並びに保存技術の確立（A４） �������� １４，０８２

　　漁場生産力モデル開発基礎調査のうち

　　沿岸漁場環境影響調査（A４） �������� ３４，７２０

　＊希少水生生物保存対策推進事業（A４） ���� １８，６６２

　＊海洋に依存する野生生物の維持・保存に

　　関する調査（A５） ������������� ２７，３４１

　＊海洋生態系保全型漁業確立実証調査（A４） �� ４５，８３１

　＊サメ，海鳥の保全管理プログラム作成

　　調査費（A４，５） �������������� １５，７２８

　　地域レベルでの漁況海況情報の

　　提供（事業費）（A４） ������������ ６９，４７７

　　水産資源保護対策事業（A３，４） ������� ６３，５９１

　＊輸入魚介類疾病モニタリング事業（A４，５） �� ２１，６００

　　診断材料備蓄配布事業（A４） �������� １２，５９２

　　魚類防疫体制整備事業（A３，４） ������� ６１，６１７

　　内水面資源適正管理手法開発事業（A４） ��� ４５，６００

　　緑地・広場施設整備事業（A４） ������� ４９０，０００

　　自然調和型漁港づくり推進事業（A４） ��� ５，５０８，０００

　　漁港利用調整事業（A４） ���������� ７３５，０００

（特別会計）

　　国有林森林計画（A４） ������������ ３，３０７

　　森林保全管理事業（国有林） �������� ６７０，６３８

　　森林環境整備事業（国有林） ������� ３，８４６，８７４

　　分収育林事業 �������������� ２４８，３１４

　　森林空間総合利用の推進（国有林）（A４） ��� １９２，５５５

A３　すべての主体の参加の実現 �������� ３３６，６８１

　　環境保全対策連絡調整費（A４） �������� ２，９６６

　＊地球環境民間活動推進事業（A５） ������� ２，９５４

　＊地球環境協力支援データ・ベース

　　策定事業（A４，５） ������������� １３，４１２

　＊地球環境保全対策推進事業（A５） ������� ７，３０８

　　グラウンドワーク推進支援事業 �������４８，０００

　　総合病害虫管理推進事業のうち非農耕地等

　　安全啓発事業 ��������������� ４，０６６

　　食品産業環境対策総合推進事業のうち

　　食品産業環境会計推進事業 ��������� ４，９２８

　　電磁場等活用食品加工技術の開発（A４） ��� ９３，９９９

　　木材認証・ラベリング調査分析事業　　　　　　５，０００

　　森林経営認証実証調査　　　　　　　　　　　１０，０００

　＊民間植林協力推進支援事業（A５） ������ １３７，８２６

　＊ワシントン条約等対策調査（A５） ������� ６，２２２

A４　共通的基盤的施策の推進 �������� ３，０１５，９５０

　　環境影響評価連絡調整推進費 �������� ２，１５７

　＊地球関係対応農業指針策定費 �������� １，２４８

　＊地球環境対策基本方針策定費 �������� ６，０６３

　＊農山漁村地域環境保全対策事業 ������� ７，８０７

　　公害対策連絡調整費 ������������ ８，０５２

　＊林産物貿易の持続可能な森林経営への影響調査

　　及び評価事業（FAO拠出金）（A５） ������ ３５，７００

　　農業農村地域資源・環境総合調査 ������ ３９，６８５

　　遊休農地実態調査費 ������������３６，７０７

　　農地資源情報整備 �������������２０，２７０

　　多面的機能維持増進調査費 ���������９０，２００

　　計画技術指針作成調査費のうち環境影響評価

　　指針調査 �����������������３０，０００

　　農村環境計画策定費補助 ��������� ２２５，５００

　　農業農村整備事業計画検討調査費のうち

　　環境整備水準検討調査費 ����������４８，１００

　　かんがい排水事業生態系保全措置検討調査　　１０，０００

　　地域活性化環境整備 ���������� １，７０３，０００

　　国際化対応農薬登録評価技術確立事業 ����２７，０９３

　　天敵農薬検査基準確立対策事業 �������２３，７２７

　　総合的病害虫管理推進事業のうち難防除病

　　害虫検定費 ���������������� ６，３６４

　　畜産物等有害物質総合調査事業 �������４３，４５０

　＊農林水産業及び農林水産物貿易と

　　資源・環境に関する総合研究 ��������１０３，４４３

　　生物系農薬の低コスト生産基盤技術の

　　開発事業 �����������������３５，６７５

　　農業関係特定研究開発促進事業のうち

　　環境保全型農業技術体系の確立 �������８５，５１８

　　大規模林業圏開発林道事業のうち

　　環境影響評価事業 ������������ １２７，５００

　＊海外林木育種技術協力推進事業（A５） ���� ２９，３１５

　　漁獲物海中還元等実態調査（A５） ������ １２，２７６

　＊小型魚国際資源管理対策事業（A５） ����� １４，２１５

　　国際漁業混獲対策調査及び漁船科学調査費等

　　育成費（A５） ��������������� １６１，８５１

　　発電所取放水広域漁業影響調査 �������３０，３７４

　＊海洋廃棄物生物影響調査 ����������４６，４９０

（特別会計）

　　森林生態系を重視した公共事業の

　　導入手法調査（A５） ������������� ４，１７０

A５　国際的取組の推進 ����������� １，４６６，２７６

　＊アジア地域農林水産関連地球サミット

　　対応支援事業 ���������������１０，８８５

　＊環境委化学品プロジェクト（OECD拠出金） �� ７，５２６

　＊農業の多面的機能維持強化事業

　　（OECD拠出金） ������������� １７，９７５

　＊国際熱帯木材機関（ITTO拠出金） ����� １２９，３５７
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　＊農業環境指標開発特別事業（OECD拠出金） � １６，３４２

　＊農林水産業資金協力促進検討調査のうち

　　環境配慮支援調査費 ������������ ８，３０１

　＊アフリカにおける主要害虫の生物的・生態的防除

　　技術の開発 ����������������２４，２０８

　＊稲の環境調和型品種による持続的な

　　生産技術の開発 ��������������３８，２１６

　＊アジア地域持続可能な森林経営実証支援計画

　　（FAO拠出金） �������������� ５５，３０６

　＊食糧の持続的生産支援促進費 ��������２９，４５３

　＊環境保全型水資源開発基礎調査　　　　　　　８４，０００

　＊国際防疫及び畜産技術協力推進事業委託費　　５２，７７７

　＊海外食品加工企業環境改善対策確立事業 ���１０，３８２

　　水田農業の持続性・公益的機能の解明と

　　環境調和型栽培管理技術の開発 �������１０，００３

　＊畜産環境負荷の低減技術に関する

　　国際共同研究 ���������������２５，３７４

　＊国際農林水産業招へい共同研究 ������ ２３１，６２８

　＊中央アジア地域における草地保全及び

　　家畜の安定生産技術の開発 ���������１１，２８８

　＊ブラジル中南部における持続型農牧輪換

　　システムの開発 ��������������３８，９０９

　＊熱帯林再生のためのアグロフォレストリー

　　技術の確立 ����������������３２，６７０

　＊国際的基準に基づく持続的森林管理指針に

　　関する国際共同研究 ������������１０，５００

　＊モデル・フォレスト活動促進支援事業 ���� ３９，７５３

　＊森林先住民伝統的知識保護・利用促進基礎

　　調査事業 �����������������４０，７１９

　＊熱帯林放棄バイオマス再資源化支援事業 ���２６，６２９

　＊熱帯保護林経営手法確立調査事業 ������３４，２０７

　＊熱帯林管理情報システム整備事業 ����� ２２０，９８２

　＊シベリア・極東地域森林・林業協力指針策定

　　調査事業 �����������������２０，３５２

　＊焼畑移動耕作地域森林造成促進基礎実証

　　調査事業 �����������������４７，４４９

　＊せき悪林地生産力回復技術開発基礎調査事業 �２１，２１９

　＊モニタリングシステム確立調査事業 �����３６，４２２

　＊持続可能な森林経営広域実証プロジェクト

　　（モデル森林）推進会議開催 ���������２０，１３１

　＊開発途上国人工林環境影響調査事業 �����３４，０００

　＊政府間林業協力推進調査事業 ��������２１，７１０

　＊熱帯林育成利用技術開発促進事業 ������５７，６０３

　　　　　　合　　　計 ��������� ５２２，２３９，１４５

注１）　A１～A５の各区分は以下のとおりである。
　　　A１　循環を基調とする経済社会の実現
　　　A２　自然と人間との共生の確保
　　　A３　すべての主体の参加の実現
　　　A４　共通的基盤的施策の推進
　　　A５　国際的取組の推進
　　　なお、上記A１～A５の複数区分に該当する事項に

　　ついては、前出の区分のみに記載し、各事項末に、そ
　　の他の該当区分を（　）書きで付記した。
注２）　＊は、地球環境保全関係予算である。
注３）　予算額は、当初予算額である。
　

第６節　栄典関係

１　生存者叙勲

　国の発展に貢献し、あるいは社会公共の福祉の増進

に寄与し、特に功績顕著であるとして勲章を授与され

た者は次のとおりである。

　ア　平成１２年４月２９日（１２４名）

勲三等瑞宝章　　　　　　　　　　　　　

　　　本　橋　　　元　　　　今　永　文　男

　　　小　林　　　博　　　　正　田　宏　二

　　　武　井　　　昭　　　　田　�　俊　作

　　　戸　田　博　愛　　　　姫　田　正　美

　　　堀　江　保　宏

勲四等旭日小綬章

　　　池　田　　　軒　　　　�　�　進　午

　　　塩　坪　一　男　　　　柴　田　巳千夫

　　　内　藤　新　平　　　　長　野　孝　夫

　　　堀　内　省　吾　　　　三　浦　昭　一

　　　�　村　宗一郎

勲四等瑞宝章

　　　赤　松　　　�　　　　荒　木　昭　一

　　　池　上　�　春　　　　井　田　　　毅

　　　浦　田　榮　一　　　　大　島　　　宏

　　　木　村　�　雄　　　　関　塚　昭　明

　　　田　中　忠　明　　　　長　谷　�　文

　　　渡　�　　　昇

勲五等双光旭日章

　　　大　山　守　一　　　　木　村　　　保

　　　橋　本　安　幸　　　　森　　　治　良

勲五等瑞宝章

　　　新　井　�　男　　　　石　川　忠　見

　　　江　川　守　彌　　　　大河原　三　治

　　　太　田　重　�　　　　大　�　靖　平

　　　小　野　壽　夫　　　　折　見　勝　治

　　　金　�　榮　一　　　　鎌　田　悦　雄

　　　亀　井　利　英　　　　川　本　　　功

　　　神　田　義　一　　　　北　村　�　男

　　　河　野　榮　一　　　　御�岡　金　次

　　　佐　藤　種　男　　　　設　�　利　�

　　　柴　田　　　勝　　　　鈴　木　　　明
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　　　�　橋　　　�　　　　田　�　進　晤

　　　田　中　可　夫　　　　鶴　園　　　榮

　　　出　口　好　夫　　　　中　　　唯　�

　　　永　井　尚　彦　　　　中　山　　　司

　　　野　上　文　吉　　　　橋　本　　　洸

　　　馬　場　栄　太　　　　平八重　　　登

　　　福　士　健　司　　　　福　地　蔡　賢

　　　�　澤　省　三　　　　前　田　春　一

　　　松　尾　福　己　　　　松　田　耕　一

　　　松　田　正　士　　　　三　上　�　雄

　　　御　厨　文　治　　　　翠　田　康　志

　　　溝　川　幸　雄　　　　御手洗　幸　雄

　　　毛　利　定　憲　　　　安　森　唯　�

　　　山　口　カツ子　　　　山　下　忠　雄

　　　山　田　佐　内　　　　山　田　正　儀

　　　山　本　　　厚　　　　和　泉　　　實

勲六等単光旭日章

　　　��井　　　輝　　　　池　田　昭　哉

　　　荻　野　　　昭　　　　垣　下　　　�

　　　金　子　千代松　　　　河　本　正　志

　　　�　寺　信　夫　　　　小　林　�久壽

　　　酒　井　保　久　　　　坂　本　　　榮

　　　佐　藤　喜　作　　　　佐　�　良　行

　　　下伊豆　　　�　　　　鈴　木　金　藏

　　　瀧　本　正　雄　　　　伊達木　仙三郎

　　　地　�　�　之　　　　中　村　直　行

　　　橋　本　行　雄　　　　長谷川　一　成

　　　丸　川　精　一　　　　宮　本　芳　春

　　　望　月　和　一　　　　柳　原　新　一

　　　山　�　榮　一　　　　　　　

勲六等瑞宝章

　　　江　口　道　行　　　　金　子　七五三

　　　北　川　哲　夫　　　　齋　藤　�　夫

　　　佐々木　昭　吉　　　　沢　尻　�　雄

　　　�　木　省　治　　　　�　橋　敬　藏

　　　本　間　多�夫　　　　水　田　　　功

勲七等青色桐葉章

　　　佐　�　�　義

勲七等瑞宝章

　　　足　立　義　昭　　　　里　見　幹　雄

　　　中　川　　　勇

　　　平成１２年１１月３日（１２５名）

勲二等瑞宝章

　　　松　田　　　堯

勲三等旭日中綬章

　　　�　尾　　　勝　　　　小　野　重　和

勲三等瑞宝章

　　　有　松　　　晃　　　　栗　原　祐　一

　　　杉　浦　��松　　　　山　田　岸　雄

勲四等旭日小綬章

　　　池　田　　　�　　　　稲　垣　弘　三

　　　上　田　三　郎　　　　大　町　　　弘

　　　桐　山　輝　彦　　　　桑　原　�　夫

　　　田　中　七　郎　　　　能　勢　健　嗣

　　　松　井　　　�　　　　�　岡　正　弘

勲四等瑞宝章

　　　池　田　十　五　　　　緒　方　宗　雄

　　　小　林　哲　夫　　　　鈴　木　源太郎

　　　中　田　富美雄　　　　中　村　�　明

　　　二　�����　　　　野　口　治　郎

　　　野�田　　　清　　　　長谷川　浩　一

　　　廿日出　多眞夫　　　　松　本　英　雄

　　　丸　山　�　三　　　　

勲五等双光旭日章

　　　阿　部　�　政　　　　石　山　英　夫

　　　北　村又左�門　　　　佐　藤　節　良

　　　橘　　　繁　利　　　　田　中　　　昭

　　　仲　原　志　平　　　　中　村　善　一

　　　名　取　小　一　　　　根　本　利　雄

　　　松　本　　　實　　　　�　渕　�　夫

　　　明　関　和　雄　　　　山　口　一　男

勲五等瑞宝章

　　　�　田　元　吉　　　　足　立　　　弘

　　　阿　部　順　吉　　　　石　岡　良　博

　　　石　田　猶三郎　　　　石　田　義　見

　　　伊　�　　　一　　　　今　谷　慶　郎

　　　上　原　正　男　　　　臼　井　　　勉

　　　大　迫　庫　志　　　　大　山　澤　夫

　　　岡　田　正　一　　　　小　田　孫　一

　　　戒　田　　　富　　　　川　�　定　雄

　　　�　池　滋　夫　　　　工　�　一　男

　　　小清水　　　恒　　　　齋　�　久　二

　　　柴　　　正　成　　　　治部野　貞　次

　　　�　橋　禎之助　　　　田　中　義　隆

　　　谷　�　　　博　　　　出　口　�　實

　　　中　塚　淳一郎　　　　成　田　喜三郎

　　　半　田　寅　松　　　　樋　口　貫　一

　　　平　井　�三郎　　　　古　川　順次郎

　　　前　田　典　夫　　　　松　田　新太郎

　　　松　本　　　�　　　　丸　本　　　正

　　　溝　渕　源　樹　　　　宮　迫　義　雄
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　　　森　川　秀　雄　　　　守　屋　一　郎

　　　山　岸　八　郎　　　　山　本　久　光

勲六等単光旭日章

　　　�　藤　俊　一　　　　岩　井　正　忠

　　　岩　泉　長　孝　　　　梅　川　義　一

　　　勝　見　忠　義　　　　加　藤　冨　蔵

　　　上　岡　　　睦　　　　亀　山　長　男

　　　北　村　章　二　　　　�　�　助　夫

　　　近　藤　正　忠　　　　坂　本　　　次

　　　佐々木　金　一　　　　志　�　�　雄

　　　立　川　俊　一　　　　田　�　一　光

　　　�　田　　　清　　　　萩　原　　　保

　　　服　部　　　潔　　　　樋　口　市　郎

　　　藤　田　健一郎　　　　松　野　恭一郎

　　　松　野　正　�　　　　本　吉　�四郎

　　　矢　野　新一郎　　　　米　田　俊　雄

勲六等瑞宝章

　　　安　藤　菊次郎　　　　大　村　　　浩

　　　澤　口　春　雄　　　　田　岡　今　春

　　　鶴　田　六　郎　　　　中　山　　　宏

　　　原　口　平八郎　　　　柳　村　十　吉

勲七等青色桐葉章

　　　谷　北　�一郎

勲七等瑞宝章

　　　�　橋　誠　己　　　　谷　村　利　正

　　　千　葉　　　�　　　　新　山　兼　美

２　褒章条例による表彰

�　黄綬褒章

　業務に精励し、衆民の模範であるとして黄綬褒章を

授与された者は次のとおりである。

　ア　平成１２年４月２９日（６９名）

　　　下　出　正　三　　　　濱　　　�　司

　　　小野田　冨　男　　　　平　中　実　雄

　　　加　藤　充　夫　　　　石　川　長　治

　　　市　川　一　郎　　　　須　���　一

　　　古　木　良　平　　　　�　村　宗　一

　　　神　�　善七郎　　　　齊　藤　�　六

　　　三　吉　公　介　　　　森　田　�一郎

　　　山　口　嘉　一　　　　小　池　和　夫

　　　奈　良　政　治　　　　程　島　八　郎

　　　宮　代　　　茂　　　　�　橋　克　夫

　　　石　灰　�　一　　　　和　田　秀　覚

　　　川　端　義　明　　　　室　田　利　夫

　　　奥　秋　東　作　　　　古　屋　國　雄

　　　柄木田　英一郎　　　　置　田　久　夫

　　　稲　葉　　　進　　　　清　水　�　次

　　　石　川　秀　彦　　　　今　泉　�　夫

　　　谷　畑　正　樹　　　　�　口　敏　�

　　　永　江　幸　司　　　　�　岡　幸　人

　　　�　谷　安　治　　　　平　谷　二　郎

　　　福　井　武　雄　　　　山　本　良　徳

　　　渡　�　義　之　　　　井　上　春　夫

　　　小　林　　　甫　　　　�　橋　幸　三

　　　�　浦　道　雄　　　　上　垣　公　俊

　　　石　井　堅　司　　　　大久保　�　司

　　　宮　地　�　男　　　　山　縣　秀　基

　　　渡　�　正　�　　　　松　本　　　肇　

　　　後藤田　　　治　　　　田　渕　哲　夫

　　　清　水　末　万　　　　�　橋　光　雄

　　　大　隈　壽　幸　　　　藤　木　常　秋

　　　今　西　一　一　　　　北　川　七　雄

　　　横　山　益　美　　　　田　�　　　淳

　　　濱　�　光　義　　　　　　　　

　　

　イ　平成１２年１１月３日（５７名）

　　　石　田　�　夫　　　　�　岡　治　男

　　　澤　田　恒　昭　　　　佐　藤　喜市郎

　　　村　松　直　幹　　　　渡　部　　　了

　　　加　藤　安　治　　　　飛　田　清　二

　　　�　�　和　夫　　　　篠　原　國　男

　　　島　田　庸次郎　　　　武　井　二　郎

　　　�　野　　　昭　　　　谷　　　善　樹

　　　�　橋　　　一　　　　尾　山　春　枝

　　　田　村　　　清　　　　豊　田　　　昇

　　　石　端　勇　夫　　　　河　崎　初　雄

　　　西　口　伸　夫　　　　縁　本　敏　也

　　　土　橋　かず�　　　　平　賀　猪一郎

　　　小　山　　　登　　　　磯　部　村　雄

　　　谷　　　信　夫　　　　西　土　　　博

　　　小　鹿　　　實　　　　熊　谷　敏　雄

　　　新　美　元　春　　　　寺　村　宗　祐

　　　�　藤　助　明　　　　齋　藤　作　次

　　　清　水　哲　男　　　　秋　定　和　美

　　　磯　部　誠　治　　　　澤　口　　　寛

　　　西　�　�　雄　　　　酒　井　�三郎

　　　井　上　平　祐　　　　森　田　周　作

　　　海　野　益　生　　　　�　本　武　喜

　　　物　申　照　克　　　　近　藤　　　操

　　　難　波　�　之　　　　岩　崎　孝　輔
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　　　金　尾　年　勝　　　　石　原　　　亨

　　　山　�　繁　喜　　　　本　田　和　人

　　　（２）藍綬褒章

　公衆の利益に興し、成績著名であるとして藍綬褒章

を授与された者は次のとおりである。

　ア　平成１２年４月２９日（６名）

　　　明　道　　　進　　　　金　原　陸　夫

　　　飯　田　　　保　　　　久　井　�之助

　　　内　�　和　男　　　　松　井　宗　晴

　　

　イ　平成１２年１１月３日（５名）

　　　金　子　喬　一　　室　伏　　　進

　　　秋　谷　���　　荒　木　幸太郎

　　　井　澤　　　豊

第７節 行　政　機　構

１　総　　　論

　政府は、国の行政組織と事務・事業の運営を簡素、

効率的なものとし、その総合性、機動性及び透明性の

向上を図ることにより、戦後の我が国の社会経済構造

の転換を促し、より自由かつ公正な社会を形成するこ

とを基本として中央省庁等改革を行うこととしている。

　このうち、平成１２年度においては、新たな府省の編

制が以下の方針に基づき行われた。

①　国の行政が担うべき主要な任務を基軸として、一

の省ができる限り総合性及び包括性をもった行政機

能を担うこと。

②　基本的な政策目的又は価値体系の対立する行政機

能は、できる限り異なる省が担うこと。

③　各省の行政機能及び権限は、できる限り均衡のと

れたものとすること。

　また、審議会等については、いわゆる隠れみのに

なっているのではとの批判を招いたり、縦割り行政を

助長しているなどの弊害を指摘されていた。こうした

問題点を解決し、行政責任を明確にするため整理合理

化が行われた。

　国家公務員の定員管理については、中央省庁等改革

を推進するため、第９次定員削減計画及び新たな定員

削減計画に基づき、定員削減を強力に実施するととも

に、増員の徹底した抑制により国家公務員数の縮減を

図った。

２　機　　構　　等

�　農林水産省設置法の一部改正

ア　大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定

法の一部を改正する法律（平成１２年法律第３５号）附

則第５・６条による改正（平成１２年５月１０日施行）

　　農林水産省及び食糧事務所の所掌事務並びに農林

水産省の権限のうち「大豆なたね交付金暫定措置法」

が「大豆交付金暫定措置法」に改められた。

イ　特定公共電気通信システム開発関連技術に関する

研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律

（平成１２年法律第４６号）附則第４条による改正（平

成１２年７月２０日施行）

　　水産庁の所掌事務に「特定公共電気通信システム

開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律

（平成１０年法律第５３号）の施行に関すること ｡」が

追加された ｡

�　農林水産省組織令の一部改正

ア　大豆なたね交付金暫定措置法施行令の一部を改正

する政令（平成１２年政令第２１６号）附則第３条による

改正（平成１２年５月１０日施行）

　　農産園芸局及び同局畑作振興課の所掌事務におけ

る「大豆なたね交付金暫定措置法」による交付金の

交付に関すること、が「大豆交付金暫定措置法」に

よる交付金の交付に関すること、に改められた。

イ　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律施行令の一部を改正する政令（平成１２年政令第

２３４号）附則第５条による改正（平成１２年６月１０日

施行）

　　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律（昭和２５年法律第１７５号）の一部を改正する法律

（平成１１年法律第１０８号）の施行に伴い、所要の規定

の整備が行われた ｡

ウ　農林水産省組織令の一部を改正する政令（平成１２

年政令第３８６号）による改正（平成１２年７月２０日施行）

�　構造改善局及び同局地域計画課の所掌事務にお

ける「特定公共電気通信システム開発関連技術に

関する研究開発の推進に関する法律（平成１０年法

律第５３号）の施行に関すること ｡」に「農業に関

する技術のうち農業土木その他の農業工学に係る

ものに限る。」が追加された。

�　水産庁資源生産推進部及び同部研究指導課の所

掌事務に「特定公共電気通信システム開発関連技

術に関する研究開発の推進に関する法律の施行に

関すること。（漁業活動に関する情報の管理の技

術に係るものに限る。）」が追加された。
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エ　砂糖の価格安定等に関する法律施行令及び農畜産

業振興事業団法施行令の一部を改正する政令（平成

１２年政令第４２０号）による改正（平成１２年１０月１日

施行）

　　畜産局、同局畜政課、食品流通局及び同局砂糖類

課の所掌事務における農畜産業振興事業団の業務か

ら「ぶどう糖」に関する業務を除いた。

�　農林水産省組織規程の一部改正

ア　農林水産省組織規程の一部を改正する省令（平成

１２年農林水産省令第４５号）による改正（平成１２年４

月１日施行）

�　内部部局関係

a　組織の改正等

�　大臣官房協同組合検査部の協同組合検査官の所

掌事務に「農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）

第１４２条の９第１項」の規定により委託を受けた者

の業務及び会計の検査を行うこと、が追加された。

�　経済局保険管理課の農業保険検査官の所掌事務

のうち「農業共済組合 ､農業災害補償法（昭和２２

年法律第１８５号）第８５条の６第１項の共済事業を行

う市町村 ､農業共済基金及び農業共済基金法（昭

和２７年法律第２０２号）第３５条第１項の規定により委

託を受けた者」の業務及び会計の検査を行うこと、

が廃止された ｡

�　構造改善局農政部の地域振興課に中山間地域振

興室が新設され、同部構造改善事業課の企画官及

び同部地域振興課の中山間地域活性化推進室が廃

止された。

�　畜産局流通飼料課の畜産専門指導官が廃止され

た。

�　食品流通局品質課の表示情報官が廃止された。

ｂ　専門官の新設等

部　局　名　　 名　称　　　　　　所掌事務

構造改善局　　情報管理　　　構造改善局の所掌事務

　　　　　　　専門官　　　に係る行政文書に記録さ

　　　　　　　　　　　　れた情報の管理に関する

　　　　　　　　　　　　専門の事項についての企

　　　　　　　　　　　　画、調査及び連絡調整に

　　　　　　　　　　　　関する事務

　　　　　　　都市農村交　　都市と農村との間の交

　　　　　　　流調整官　　流の促進に関し総合調整

　　　　　　　　　　　　を要する事項についての

　　　　　　　　　　　　企画、調査及び連絡調整

農産園芸局　　土地利用型　　土地利用型農業に関す

　　　　　　　農業調整官　る事項の企画、調査及び

　　　　　　　　　　　　　連絡調整に関する事務を

　　　　　　　　　　　　総括

食品流通局　　有機食品企　　有機食品についての表

　　　　　　　画官　　　　示の適正化及び日本農林

　　　　　　　　　　　　　規格に関する事項につい

　　　　　　　　　　　　ての企画、調査及び連絡

　　　　　　　　　　　　調整に関する事務

�　施設等機関関係

a　専門官の新設等　　

部　局　名　　 名　称　　　　　　所掌事務

動物医薬品検　動物用抗菌　　命を受けて、動物用抗

査所　　　　　剤危険度評　菌剤の使用に伴う危険性

　　　　　　　価専門官　　に関する専門技術上の事

　　　　　　　　　　　　項についての評価、資料

　　　　　　　　　　　　の収集及び整理並びにそ

　　　　　　　　　　　　の結果の提供

動物検疫所　　管理官　　　　命を受けて、人事管理

　　　　　　　　　　　　についての調査及び連絡

　　　　　　　　　　　　調整に関する事務

�　　地方支分部局関係

a　組織の改正等

　�　東海農政局及び近畿農政局の生産流通部畜産課

　に畜産環境対策官が新設された。

　�　関東農政局生産流通部企業流通課に消費者行政

　専門官が新設された。

　�　各事務所、事業所の組織改廃に伴い、所要の規

　定の整備が行われた。

�　食糧庁関係

　　食糧事務所に企画調整課が新設（２０事務所）され、

企画調整官が廃止された。

�　林野庁関係

ａ　専門官の新設等

部　局　名　　 名　称　　　　　　所掌事務

林野庁　　　　海外植林推　　海外の地域における植

　　　　　　　進調整官　　林の推進に関する重要事

　　　　　　　　　　　　　項についての企画、調査

　　　　　　　　　　　　及び連絡調整に関する事

　　　　　　　　　　　　務

�　水産庁関係

ａ　組織の改正等

　　水産庁漁港部計画課の利用調整指導官が廃止され

た。

b　専門官の新設等

部　局　名　　 名　称　　　　　　所掌事務

水産庁　　　　情報管理　　　水産庁の所掌事務に係

　　　　　　　専門官　　　る行政文書に記録された
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　　　　　　　　　　　　　情報の管理に関する専門

　　　　　　　　　　　　の事項についての企画、

　　　　　　　　　　　　調査及び連絡調整に関す

　　　　　　　　　　　　る事務

イ　大豆なたね交付金暫定措置法施行規則の一部を改

正する省令（平成１２年農林水産省令第５８号）附則第

２条による改正（平成１２年５月１０日施行）

　　食糧事務所検査部の所掌事務のうち「大豆なたね

交付金暫定措置法（昭和３６年法律第２０１号）による交

付金の交付に関する指導監督を行うこと。」が「大豆

交付金暫定措置法（昭和３６年法律第２０１号）による交

付金の交付に関する指導監督を行うこと。」に改めら

れた。

ウ　農林水産省組織規程の一部を改正する省令（平成

１２年農林水産省令第６６号）による改正（平成１２年６

月１日施行）

　　九州漁業調整事務所の管轄区域から「日中協定水

域」が削られるとともに所要の規定の整備が行われ

た。

エ　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律施行規則の一部を改正する省令（平成１２年農林

水産省令第７０号）附則第４条による改正（平成１２年

６月１０日施行）

　　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律の一部を改正する法律（平成１１年法律第１０８号）

の施行に伴い、所要の規定の整備が行われた ｡

オ　砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興

事業団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係

農林水産省令の整備に関する省令（平成１２年農林水

産省令第８３号）附則第３条による改正（平成１２年１０

月１日施行）

　　畜産局畜政課畜産振興推進室の所掌事務における

農畜産業振興事業団の業務から「ぶどう糖」に関す

る業務を除いた。

カ　農林水産省組織規程の一部を改正する省令（平成

１２年農林水産省令第８６号）による改正（平成１２年１０

月１日施行）

�　内部部局関係

ａ　専門官の新設等

部　局　名　　 名　称　　　　　　所掌事務

経済局　　　　金融評価　　　農林水産業及び食品産

　　　　　　　専門官　　　業その他の農林水産省の

　　　　　　　　　　　　所掌に係る事業の振興の

　　　　　　　　　　　　ための金融上の措置に係

　　　　　　　　　　　　る効果の測定に関する専

　　　　　　　　　　　　門技術上の事項について

　　　　　　　　　　　　の企画、調査及び連絡調

　　　　　　　　　　　　整に関する事務

　　　　　　　地域政策　　　農林水産省の所掌に係

　　　　　　企画官　　　るアジア太平洋経済協力

　　　　　　　　　　　　に関する専門の事項につ

　　　　　　　　　　　　いての企画、調査及び連

　　　　　　　　　　　　絡調整に関する事務

構造改善局　　事業調整　　　設計課の所掌事務に関

　　　　　　　管理官　　　し調整を要する重要事項

　　　　　　　　　　　　についての企画、調査及

　　　　　　　　　　　　び連絡調整に関する事務

畜産局　　　　食肉品質環　　食肉、鶏卵その他の畜

　　　　　　　境対策官　　産物（牛乳及び乳製品を

　　　　　　　　　　　　除く。以下この項におい

　　　　　　　　　　　　て「食肉鶏卵等」という。）

　　　　　　　　　　　　の流通の改善に関する専

　　　　　　　　　　　　門の事項のうち食肉鶏卵

　　　　　　　　　　　　等の品質の確保並びにと

　　　　　　　　　　　　畜場及び食鳥処理場に係

　　　　　　　　　　　　る環境の保全、衛生管理

　　　　　　　　　　　　及び運営に関するものに

　　　　　　　　　　　　ついての企画、調査及び

　　　　　　　　　　　　連絡調整に関する事務

�　地方支分部局関係

　　淀川水系土地改良調査管理事務所に亀岡農地整備

事業建設所が新設されたことに伴い、所要の規定の

整備が行われた。

�　農林水産省告示による改正

ア　植物防疫所東京支所晴海出張所、同支所大井出張

所 ､神戸植物防疫所広島支所宇野出張所及び門司植

物防疫所福岡支所佐世保出張所が廃止された。

　（平成１２年３月３１日農林水産省告示第４５７号）

イ　種苗管理センターの農場の所掌事務が改正された。

　（平成１２年３月３１日農林水産省告示第４５８号）

ウ　さけ・ます資源管理センターの北見支所藻琴事業

所、根室支所薫別事業所及び十勝支所札内事業所が

廃止された。

（平成１２年３月３１日農林水産省告示第４５９号）

３　中央省庁等再編

�　省の再編成

　中央省庁等再編に伴い、本省庁の内部部局及び地方

農政局の組織が以下のように再編された。（平成１３年

１月６日施行）

（注）専門官等は変更が行われたもののみ記載した ｡

　　　　（括弧書きはその課に置かれる専門官の総数）
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　�　本省内部部局

　○農林水産省

農林水産大臣

副大臣　２

大臣政務官　２

事務次官　１

農林水産審議官　１

秘書官　１

　○大臣官房

　　官房長

　　　総括審議官　１

　　　技術総括審議官　１

　　　審議官　７

　　　参事官　６

　　　　総務課　　

　　　　企画評価課　　企画官　４（１３）、調整官　４、

　　　　　　　　　　　首席調整官　１

　　　　秘書課

　　　　文書課

　　　　予算課

　　　　経理課

　　　　厚生課

　　　　地方課

　　　　情報システム課　　情報システム企画官　３

　　　統計情報部

　　　　統計調整課　　企画調整室、システム管理室、

　　　　　　　　　　　統計システム管理官　５

　　　　構造統計課

　　　　経営統計課　　統計管理官　１

　　　　生産統計課

　　　　流通消費統計課

　　　協同組合検査部

　　　　調整課

　　　　検査課

　○総合食料局

　　　　総務課

　　　　食料政策課　　企画官　５（１３）

　　　　消費生活課

　　　　品質課

　　　　流通課　　　　卸売市場室、商業調整官　１

　　　　食品産業企画課　　金融専門官　１、

　　　　　　　　　　　　　技術指導官　１

　　　　食品産業振興課

　　　　商品取引監理官　　

　　　国際部

　　　　国際企画課　　国際専門官　１（６）

　　　　国際経済課　　国際専門官　２（８）

　　　　国際調整課　　貿易・情報室、国際専門官 ３

　　　　　　　　　　　（８）、国際調整官　１

　　　　国際協力課　　海外技術協力官　１（７）

　　　　技術協力課

　○生産局

　　　　総務課　　　　生産振興推進室、国際室、企

　　　　　　　　　　　画官 ３（６）、人事調整官 １、

　　　　　　　　　　　予算調整官　１、

　　　　　　　　　　　文書管理専門官　１、

　　　　　　　　　　　管理厚生専門官　１

　　　　農産振興課　　技術対策室、生産専門官　３、

　　　　　　　　　　　首席生産専門官　１

　　　　野菜課　　　　流通加工対策室、

　　　　　　　　　　　生産専門官　４

　　　　果樹花き課　　生産専門官　４

　　　　特産振興課　　生産専門官　３、

　　　　　　　　　　　地域対策官　１

　　　　種苗課　　　　審査官　３（２１）、

　　　　　　　　　　　総括審査官　１　

　　　　生産資材課　　生産専門官　３

　　　　植物防疫課　　生産専門官　１

　　　畜産部

　　　　畜産企画課　　畜産振興調整官　１、

　　　　　　　　　　　畜産専門官　２

　　　　畜産技術課　　畜産専門官　６、

　　　　　　　　　　　首席畜産専門官　１

　　　　牛乳乳製品課　畜産専門官　２

　　　　食肉鶏卵課　　畜産専門官　２

　　　　飼料課　　　　需給対策室、草地整備推進室、

　　　　　　　　　　　飼料専門官　１０

　　　　衛生課　　　　家畜衛生専門官　３

　　　　競馬監督課

　○経営局

　　　　総務課　　　　経営専門官　１

　　　　経営政策課　　経営専門官　１

　　　　構造改善課　　経営構造対策総合調整官　１、

　　　　　　　　　　　農地流動化調整官　１

　　　　普及課　　　　経営専門官　１

　　　　女性・就農課　女性・高齢者対策推進室、

　　　　　　　　　　　経営専門官　２

　　　　協同組織課　　経営・組織対策室、

　　　　　　　　　　　企画官　１、経営専門官　１

　　　　金融調整課　　企画官　１、経営専門官　２

　　　　保険課　　　　保険数理室、企画官　１

　　　　保険監理官　　経営専門官　２
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　○農村振興局

　　　次長　１

　　　　総務課　

　　　　農村政策課　　農村整備総合調整室

　　　　地域振興課

　　　計画部

　　　　土地改良企画課

　　　　資源課

　　　　事業計画課

　　　整備部

　　　　設計課

　　　　水利整備課

　　　　農地整備課

　　　　農村整備課

　　　　防災課

　�　本省地方支分部局

　○地方農政局

〔東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州〕

　　　次長　各１

　　　総務部　　　　　次長　各１、総務課、人事課、

　　　　　　　　　　　経理課、管財課、厚生課

　　　企画調整部　　　次長　各１、企画調整課、

　　　　　　　　　　　消費生活課、食品課、

　　　　　　　　　　　検査指導課

　　　生産経営部　　　次長　各１、農産課、

　　　　　　　　　　　園芸特産課、畜産課、

　　　　　　　　　　　経営課、構造改善課

　　　農村計画部　　　農村振興課、土地改良管理課、

　　　　　　　　　　　資源課、事業計画課

　　　整備部　　　　　次長　各１、設計課、用地課、

　　　　　　　　　　　水利整備課、農地整備課、

　　　　　　　　　　　農村整備課、防災課、

　　　　　　　　　　　鉱害復旧課（九州）

　　　統計情報部　　　次長　各１、統計調整課、

　　　　　　　　　　　企画情報課、構造統計課、

　　　　　　　　　　　経営統計課、生産・流通統計課

　�　食糧庁内部部局

　○食糧庁

　　食糧庁長官

　　　次長　１

　　　総務部

　　　　総務課

　　　　企画課

　　　　国際課

　　　　経理課

　　　計画流通部

　　　　計画課　　　　生産調整推進室

　　　　流通課　　　　貿易業務調整官　１

　　　　消費改善課

　　　　加工食品課

　�　林野庁内部部局

　○林野庁

　　林野庁長官

　　　次長　１

　　　林政部

　　　参事官　１

　　　　林政課

　　　　企画課

　　　　経営課　　　　経営対策官　６

　　　　木材課　　　　木材専門官　３、

　　　　　　　　　　　木材環境技術専門官　１

　　　森林整備部

　　　　計画課　　　　森林総合利用・山村振興室

　　　　整備課　　　　造林間伐対策室、

　　　　　　　　　　　造林間伐指導官　２、

　　　　　　　　　　　森林土木専門官　２（４）

　　　　治山課

　　　　森林保全課　　環境保全専門官　１、

　　　　　　　　　　　森林保全専門官　１

　　　　研究普及課

　　　　国有林野部

　　　　管理課

　　　　経営企画課

　　　　業務課

　　　　職員・厚生課

　�　水産庁内部部局

　○水産庁

　　水産庁長官

　　　次長　１

　　　漁政部

　　　参事官　１

　　　　漁政課

　　　　企画課

　　　　水産経営課　　指導室

　　　　加工流通課

　　　　漁業保険課

　　　資源管理部

　　　　審議官　１

　　　　参事官　１

　　　　管理課

　　　　沿岸沖合課

　　　　遠洋課
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　　　　国際課

　　　増殖推進部

　　　　参事官　１

　　　　研究指導課　　情報技術企画官　１

　　　　漁場資源課

　　　　栽培養殖課

　　　漁港漁場整備部

　　　　計画課

　　　　整備課

　　　　防災漁村課　　防災企画調整官　１

� 　審議会等の整理合理化

　中央省庁等改革の一環として、農林水産省の審議会

等について、２０の審議会が７つに整理合理化され、「独

立行政法人評価委員会」が設置された。（平成１３年１月

６日施行）

 

４　定　　　員

� 　定員の増員状況

　ア　第９次定員削減計画の第４次分が実施された。

　一方、定員増については、総定員増加の抑制という

厳しい状況の下にあるにもかかわらず、農林水産省に

おいては５６人の新規増が認められたほか、内部振替に

よる増減が行われた。

　定員の増減の内容は次のとおりである。

　� 　行政機関職員定員令第１条定員

　　区　分 ���  改正前　　　改正後 　　差引増減

　本　　　省 ��  ２１，８１８人　　２１，６８２人　　△ １３６人

　食　糧　庁 ��  １０，２１０人　　 ９，９５７人　　△ ２５３人

　林　野　庁 ��  １，４０３人　　 １，３９７人　　△ 　６人

　水　産　庁 ��  ２，０７２人　　 ２，０７０人　　△ 　２人

　　　計 ����  ３５，５０３人　　３５，１０６人　　△ ３９７人

　� 　行政機関職員定員令第３条定員

　　区　分 ���  改正前　　　改正後 　　差引増減

　林　野　庁 ��  ７，２８４人　　 ６，６５６人　　△ ６２８人

　� 　沖縄特措法政令定員

　　区　分 ���  改正前　　　改正後 　　差引増減

　本　　　省 ���  １２９人　　　 １２９人　　　　 ０人

　食　糧　庁 ����  ４９人　　　　４９人　　　　 ０人

　林　野　庁 ����  ２人　　　　 ２人　　　　 ０人

　水　産　庁 ����  ２３人　　　　２３人　　　　 ０人

　　　計 �����  ２０３人　　　 ２０３人　　　　 ０人

　イ　新たな定員削減計画の第１次分が実施された。

　一方、定員増については、内部振替によるほか、省

庁間の転出・転入による増減が行われた。また、沖縄

の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和４６年法律第

１２９号）の一部改正及び沖縄の復帰に伴う行政機関の職

員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令

（昭和４７年政令第１９１号）の廃止に伴い、沖縄特措法政

令定員から行政機関職員定員令第１条定員へ振替が行

われた ｡

　定員の増減の内容は次のとおりである。

　� 　行政機関職員定員令第１条定員

　　区　分 ���  改正前　　　改正後 　　差引増減

　本　　　省 ��  ２１，６８２人　　２１，７９５人　　 　１１３人

　食　糧　庁 ��  ９，９５７人　　１０，００２人　　　　４５人

　林　野　庁 ��  １，３９７人　　 １，３９４人　　 △　３人

　水　産　庁 ��  ２，０７０人　　 ２，０８８人　　　　１８人

　　　計 ����  ３５，１０６人　　３５，２７９人　　 　１７３人
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　�　行政機関職員定員令第３条定員

　　区　分 ��� 改正前　　　改正後 　　差引増減

　林　野　庁 �� ６，６５６人　　 ６，６５４人　　 △　２人

　�　沖縄特措法政令定員

　　区　分 ��� 改正前　　　改正後　　 差引増減

　本　　　省 ��� １２９人　　　　 ０人　　△ １２９人

　食　糧　庁 ���� ４９人　　　　 ０人　　△　４９人

　林　野　庁 ���� ２人　　　　 ０人　　△ 　２人

　水　産　庁 ���� ２３人　　　　 ０人　　△　２３人

　　　計 ����� ２０３人　　　　 ０人　　△ ２０３人

�　定員関係法令の改正

　ア　前記�のアの定員増減等のため平成１２年度にお

ける定員関係法令の改正は次のとおり行われた。

　�　行政機関職員定員令及び沖縄の復帰に伴う行政

機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関

する政令の一部を改正する政令（平成１２年政令第１３９

号）

　�　農林水産省定員規則の一部を改正する省令（平

成１２年農林水産省令第４６号）

　�　農林水産省定員規程の一部を改正する訓令（平

成１２年３月３１日農林水産省訓令第１８号）

　イ　前記�のイの定員増減等のため平成１２年度にお

ける定員関係法令の改正は次のとおり行われた。

　�　行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を

改正する法律（平成１２年法律第７０号）

　�　行政機関職員定員令等の一部を改正する等の政

令（平成１２年政令第４９６号）

　�　農林水産省定員規則を廃止する省令（平成１２年

農林水産省令第１０６号）

　�　農林水産省定員規則（平成１３年農林水産省令第

２７号）

　�　農林水産省定員規程（平成１２年１２月２２日農林水

産省訓令第３４号）

第８節　協同組合検査

１　協同組合検査の趣旨

　農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等の協同

組合系統組織については、他業態との競争の激化、金

融自由化の進展等、厳しい経営環境に置かれる中、組

合員の負託に応え、将来にわたって、農林水産物の生

産・流通や農山漁村の活性化といった役割を適切に果

たしていくためには、その自助努力と相まって、行政

庁検査の的確な実施を通じて経営の健全性を確保する

ことが必要である。

２　平成１２年度の検査方針

　農林水産省においては、平成１２年度に、次のような

方針により公正かつ効率的な検査を実施した。

　ア　検査周期

　　信用事業又は共済事業を行う協同組合系統組織

については年１回の実施。また、それ以外の系統

組織等については、原則として２～３年に１回の

検査周期を確保しつつ検査実施率の向上を図る。

　イ　検査の実施に当たっての留意点

　�　部分検査、事後確認検査等の活用、都道府県

知事から要請があった場合の要請検査の実施、都

道府県との連携検査の積極的な推進等

　�　中央会等が実施する監査士監査結果の活用と

当該監査の実施時期に対する配意

ウ　検査重点項目

�　信用事業

　ａ　早期是正措置制度の下での資産査定の正確性

　及び決算処理の適正性

　ｂ　子会社等との連結状況の適切性　等

�　共済事業

　ａ　ソルベンシー・マージン基準の適合性

　ｂ　適切な契約推進と支払査定関連業務の適正性

�　各事業共通

　ａ　組織統合、事業譲渡等に対する取組

　ｂ　法令等の遵守状況、リスク管理の状況

　ｃ　業務執行体制の整備、内部けん制機能の強化

　ｄ　ディスクロージャーの推進

　ｅ　毒物、劇物等保管・管理の徹底　等

３　検査体制の強化等

　検査方針に即して的確な検査を実施するため、検査

体制を強化するとともに、検査官、都道府県検査担当

職員等に対する研修を実施することにより検査技術等

の向上を図った。

　ア　検査官の人員（１２年度末）

　　本　　　省　　　　６１人（１１年度末５７人）

　　地方農政局　　　　５５人（１１年度末５２人）

 ���������� （沖縄総合事務局２人を含む。）

　イ　研修実績

 ���������������� 期　間　人　数

・協同組合検査職員（基礎）研修　２週間  １５８名

・協同組合検査職員（実務）研修　２週間  １０３名

・協同組合検査職員（中堅）研修　２週間 � ７４名

・協同組合検査職員（高等）研修　１週間 � ７４名
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・協同組合金融・証券業務検査

　　技術研修　　　　　　　　　　　１週間  １１７名

４　検査の実績等

　１２年度の農林水産省の検査における指摘事項として

は例えば次のようなものがあり、また検査実績は表１

のとおりである。 

　ア　内部けん制体制の強化　

　イ　適切な自己査定の実施、貸出審査業務・有価証

　　券運用の適正化、債権の保全・管理・回収

　ウ　合併等組織整備への対応強化

　エ　財務基盤の強化、部門収支の改善

　オ　ディスクロージャーの推進

　カ　毒物、劇物等の保管・管理の徹底
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表１　協同組合検査実績

延人員延日数実施率検査実施組合対象機関数

�����������������農協連合会等

��������������森林組合連合会等

�����������������水産業協同組合

��������������農業信用基金協会

�����������漁業信用基金協会

��������������������合　　計　

第９節　行政情報化の推進

１　行政情報化の推進

　農林水産省においては、行政事務の効率化・高度化

及び国民への行政サービスの質的向上を図るため、平

成１０年５月に改定した「農林水産省行政情報化推進基

本計画」に基づき、行政情報化を強力に推進している

ところである。

　平成１２年度は、「平成１２年度に取り組む事項」を定め、

①LANシステム等を活用した行政事務の簡素化・効率

化及び行政運営の高度化、②社会の情報化の進展に対

応した行政サービスの質的向上などを推進した。具体

的な取組事例は以下のとおりである。

　�　情報通信基盤（LANシステム等）の整備等

　本省 LANシステムにおいて、基幹ネットワークを

ATMからギガビットイーサネットに変更し、より一

層の安定化を図った。

　また、地方農政局 LANシステムをインターネット

に接続し、地方農政局のすべての LAN端末からホー

ムページの閲覧が可能となった。

　�　インターネットによる国民への情報提供の充実

　農林水産省ホームページについては、農林水産省が

推進している施策・事業に関する情報や有益な情報を

利用者が容易に検索・利用できるよう、トップページ

を中心としたリニューアルを行った。

　また、食料・農業・農村（農業）白書、林業白書及

び漁業白書を収録した「白書等データベースシステム」

を構築し、提供を開始した。

　なお、農林水産省における平成１２年度末現在のホー

ムページ開設状況は、本省庁（内部部局含む）１０、地

方支分部局８２、施設等機関６２、計１５４となった。

�　その他

　平成１３年４月の情報公開制度の運用開始に向け、国

民が利用するにあたっての検索機能を追加するなど、

「行政文書ファイル管理システム」の整備を行った。

　電子政府の実現に向け、「農林水産省行政事務ペー

パレス化（電子化）実施計画」、「農林水産省申請・届

出等手続の電子化推進アクション・プラン」及び「農

林水産省情報セキュリティポリシー」を策定した。



第１節　統計情報の企画調整

１　統　計　企　画

　農林水産統計情報については、農林水産業の実態や

構造の変化、農林水産行政の展開方向等に即し、かつ、

国民のニーズにこたえた統計情報の作成・提供を行っ

た。

　特に、「食料・農業・農村基本計画」（平成１２年３月）

及び「食料・農業・農村基本計画実施プログラム」（同

年８月）に即した統計情報の収集と提供に努めた。

　同様に、林業政策・水産政策についても基本政策の

見直しが進められていたことから、今後、これら行政

の展開方向に即した的確な統計情報の作成・提供が必

要であり、このため、平成１２年度においては、①「２０００

年世界農林業センサス」において、農業集落調査及び

林業地域調査の実査並びに平成１１年度に実施した農業

事業体調査等の調査結果の集計、公表等の実施、②食

生活の見直し・改善に向けた運動の展開等の推進に資

するため、食品製造業、食品流通業、外食産業及び家

庭における食品の食べ残し・廃棄の実態把握、③農業

生産の基礎である農地を良好な状態で確保するととも

に、その有効活用と耕作放棄の解消に向けた取組の強

化に資するため、全国一元的に遊休農地の土地条件別

等の実態調査の実施、④米・麦・大豆等の生産の維持・

拡大を図るため、担い手となる農業経営についての経

営分析調査の実施、⑤農業環境施策の推進と魅力ある

農村社会の形成に資するため、畜産農家等を対象とし

た排せつ物のたい肥化等リサイクルへの取組や生物生

息地の保全管理への取組状況調査の実施等、積極的な

対応を行った。

２　統　計　調　整

　統計行政を進める上で基本となる統計法（昭和２２年

法律第１８号）及び統計報告調整法（昭和２７年法律第１４８

号）に基づき、農林水産省の所掌事務に係る統計調査

を実施するに当たり必要な統計申請の手続きを行った。

３　食料・農業・農村政策審議会統計部会

　平成１３年３月に「第１回食料・農業・農村政策審議

会統計部会」を開催し部会長に甲斐　諭委員、部会長

代理に堀江　武委員がそれぞれ選出された後、「食料・

農業・農村政策審議会統計部会運営内規」の決定及び

統計部会の下に設置された「体系整備小委員会」、「農

作物平年収量小委員会」に属する委員の指名が行われ

た。

　部会等の構成及び審議する事項は以下のとおり。

　　　食料・農業・農村政策審議会

　　統計部会

４　農林水産業生産指数

　農林水産業の総合的な生産動向を明らかにするため、

平成１１年の各生産指数を算出し、その概要を「農林水

産統計速報」として公表するとともに、詳細を「農林

水産業生産指数」として刊行した。

５　広　報　関　係

　農林水産省統計情報部で調査した統計情報を、刊行

物（農林水産統計速報、農林水産情報、農林水産統計

報告書）により公表している。このうち、指定統計に

ついては、その刊行物の名称及び発行の年月日を官報

に掲載している。また、農林水産統計速報等は、公表

日同日中に農林水産省ホームページに掲載し、提供を

行ってきた。

　さらに、農林水産統計情報を利用しやすいよう「農

林水産省統計情報部公表目録」及び「農林水産統計速
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農林水産省の所掌事務に
係る統計その他の情報の
体系整備に関する事項を
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水稲の１０アール当たり平
年収量及びこれに関する
事項について調査審議す
ること。

農作物平年収量小委員会



報・農林水産統計情報公表予定」を刊行した。

６　農林水産情報センター

　全国の統計情報組織に設置された「農林水産情報セ

ンター」では、生産者、消費者をはじめ国民各層の情

報ニーズ、各種の照会等にきめ細かく対応し、地域の

農林水産情報の受発信拠点として活動している。

�　主なサービス内容

　ア　生産者、消費者をはじめ国民各層への農林水産

　　情報の積極的な提供

　イ　生産者、消費者をはじめ国民各層からの照会へ

　　の対応

　ウ　農林水産施策の紹介等

�　設　置　場　所

　各地方農政局統計情報部、管内統計情報事務所、同

出張所の全国３３１か所に設置。

�　運　営　状　況

　１２年度は、月平均４，５００件の照会に対応するととも

に、各種情報誌等の発行、ホームページ等を通じて広

く国民各層に対しきめ細かい情報サービスの提供、農

林水産施策の紹介等を行った。

第２節　情報システムの管理・運営

１　共同利用電子計算機

　共同利用電子計算機は、農林水産省内の各局（庁）

における行政事務の効率化を目指し、昭和４６年度に稼

働を開始し、これまでの間、情報処理、通信技術の進

展と利用形態の多様化・高度化に対応するため、機器

の更新や各種依頼の電子化等の整備を図ってきた。ま

た、共同利用電子計算機の管理運営は、統計情報部が

電子計算機の稼働、電算処理に係る企画調整、機器の

管理等を一元的に行っている。

　平成１２年度は、平成１３年１月の組織再編により、共

同利用電子計算機管理運営規程並びに管理運営細則及

び同運営協議会運営要領を廃止し、新たに共同利用電

子計算機管理運営要領を定め管理運営することとなっ

た。また、システムの適切な管理に資するため保管

データの管理システムを運用開始するとともに、各種

依頼システムの依頼項目を充実させ利便性の向上を

図った。

２　農林水産統計情報処理システム整備事業

　農林水産統計情報処理システム整備事業は、情報通

信技術を有効に活用し、統計情報の作成から提供に至

る工程のシステム化による業務の効率化・迅速化を図

るとともに、統計情報ニーズの多様化に応えて加工分

析等情報利用の高度化に資することを目的として、昭

和６２年度から推進している。

　平成１２年度は、処理効率を高めるためのプログラム

の再開発及びメンテナンスを行った。

３　農林水産省統計情報データベースシステム

　本システムは、農林水産行政の企画・立案、事務の

効率化に資することを目的とし、農林水産統計を始め

他省庁の関連統計、FAO、OECD等の国際統計を収録

している。

　平成１２年度は、新たに２０００年世界農林業センサス、

第７４次農林水産省統計表等を収録し、蓄積データの拡

充、内容の充実を図った。また、利用者の拡大、利活

用を促進するため講習会を開催した。

４　生鮮食料品流通情報サービス

�　目　　　　　的

　生鮮食料品流通情報サービスは、卸売市場の市況及

び入荷量、産地の生産、出荷状況等に関する情報を、

行政機関をはじめ、生産者、出荷団体、流通関係者、

消費者等に迅速かつ的確に提供することによって、生

産、流通及び消費が円滑かつ合理的に行われる素地を

作り、生鮮食料品の需給の均衡と価格の安定に資する

ことを目的として実施している。

�　情報の種類と概要

　ア　市況情報

　全国の主要な青果物卸売市場及び畜産物卸売市場等

における日々の取引結果の入荷量、概算価格等を提供

している。

　イ　産地情報

　青果物及び畜産物の主要産地の生産、出荷動向等を

提供している。

　ウ　加工情報

　青果物及び畜産物市況のデータを、青果物は品目別、

市場別、産地別等に、畜産物（豚枝肉及び鶏卵）は市

場ごと規格別に旬単位で取りまとめ提供している。

　エ　市場情報

　青果物は、青果物卸売市場における取引結果を旬別

に、畜産物は、食肉卸売市場における枝肉取引結果を

月別に取扱数量、卸売価額等を提供している。

　オ　流通消費情報

　青果物卸売市場に常駐している卸売会社等より市況

を補完する卸売市場の情報をマーケット・レポートと
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して日々提供することや小売業における生鮮食料品の

売れ筋情報、青果物の翌旬の予想入荷量及び卸売価格

の見通し、畜産物の翌月の予想取引数量及び卸売価格

の見通しを提供している。

� 　情報の収集と伝達方法

　青果物市況情報については、情報収集の対象となる

卸売市場の卸売会社に専用端末機を設置し、直接デー

タを収集しコンピュータにより編集、公表を行ってい

る。そのほかの情報については、統計情報組織の出張

所及び市場調査室の職員が情報収集し、コンピュータ

により迅速に処理、編集し公表している。

　公表した情報は、省内行政部局等行政機関の利用に

資するとともに、民間中央機関（（社）全国生鮮食料品

流通情報センター）を通じて生産者団体、流通関係者、

消費者団体等に広く提供している。

� 　システムの概要

　システムの概念は図のとおりで、国と民間中央機関

の両システムの連携を図りつつ事業を行っている。

　本省と各地方農政局、統計情報事務所、市場調査室

との間を D D X 回線、本省と青果物卸売会社との間を

回線交換網で結び、情報の迅速な収集・配信を行って

いる。

　一方、民間中央機関は、国で公表したものを加工編

集を行い、情報提供の迅速化を図るため、ファクシミ

リ通信網又はパソコン通信網で結び情報の提供を行っ

ている。

　第３節　農林水産省図書館　　

　　及び統計編さん

１　農林水産省図書館

� 　収　　　　　書

　平成１２年度における図書の受入れ（図書館の蔵書と

して登録したもの）は、２，９３６冊（国内図書２，７３６冊、

外国図書２００冊）、図書の処分は５２８冊（国内５２８冊）で、

この結果、今年度末における蔵書数は、２８４，９２１冊（国

内２４２，０９１冊、外国４２，８３０冊）となった。雑誌・新聞等

の受入れは１，０６５種（国内９５３種、外国１１２種）であった。

また、ビデオ・CD 等の電子・映像情報資料の受入れ

は、ビデオテープ２３５タイトル、CD － R O M３４タイト
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ルで、今年度末における所蔵数は、ビデオテープ１，３０７

タイトル、CD－ ROM１８７タイトルであった。

�　納本及び配布

　農林水産省刊行物の国立国会図書館への納本は、

４，４０９冊であった。農林水産省及び他省庁刊行物等の

納本以外の受入配布は３５，６４１冊、FAO等刊行物の国

内配布は、１４２機関へ１，６８１冊、農林水産省刊行物の海

外への配布は、国際機関１３機関及び６８か国１９０機関へ

７０８冊であった。

�　利　　　　　用

　年度内利用者数（閲覧及び貸出）は４３，４６９人、利用

冊数は８５，１１２冊であった。国立国会図書館並びに各省

庁図書館との相互貸借が５９１冊（貸出３２０冊、借受２７１

冊）であった。

�　刊　　　　　行

　図書資料の利用の便に資するため「農林水産図書資

料月報」（第５１巻第４号－第５２巻第３号）を刊行した。

また、「国際食料需給と食料安全保障（農林水産文献解

題（No．２９）」の編集協力を行った。

�　図書館システム

　図書資料に関する閲覧及び情報提供等の利用者サー

ビスを迅速かつ的確に行うため「図書資料管理・提供

システム」により、図書資料等の貸出、返却手続及び

目録検索等を行っている。また、LANに接続された

パソコンからの目録検索も利用できるようになってい

る。

　平成１２年度補正予算で「農林水産省図書館の所蔵図

書目録及び行政図書公開システム」（電子図書館）を構

築し、目録検索の利用及び電子化した行政図書をイン

ターネットで公開した。

�　電子・映像情報室

　ビデオテープを中心とする電子・映像情報資料につ

いては、電子・映像情報室において一般利用者、消費

者等に広く公開展示している。

２　統計編さん

　利用度の高い統計情報の提供を行うため、農林水産

業に関する各統計書の概要を総合的に収録した以下の

総合統計書を刊行した。

�　農林水産省統計表

　本統計表は、我が国の農林水産業に関する主要な統

計について、農林水産省統計情報部の調査結果を中心

に農林水産省各局庁及び各種団体で作成された基本的

な統計を加えて総合的に編集したものである。

�　ポケット農林水産統計

　本ポケット農林水産統計は、農林水産省統計情報部

の調査結果を主体に、農林水産省各局庁及び各種団体

で作成された農林水産業に関する統計を幅広く収集す

るとともに、主要な国際統計も収録し、我が国及び海

外の農林水産業の現況について概観できるよう手軽な

大きさのB６判で編集したものである。平成１３年版の

作成に当たっては編集内容の全面的な見直しを行った。

また、統計情報部では、他に各部門ごとの「ポケット

園芸統計」、「ポケット畜産統計」、「ポケット水産統計」

及び「ポケット食品統計」を編集している。

�　農林水産統計月報

　本月報は農林水産業の月別動向を把握することを目

的として農村経済の動き、農林水産物及び農業生産資

材の需給に関する統計等を収録し編集したものである。

第４節　構造統計調査

１　世界農林業センサス

　２０００年世界農林業センサスは、平成１２年２月１日

（沖縄県は平成１１年１２月１日）現在で①全国の農業を

営むすべての事業体（農家及び農家以外の農業事業体）

を調査する「農業事業体調査」、②全国の農作業のみの

請け負いを行うすべての事業体を調査する「農業サー

ビス事業体調査」、③全国の農業集落を単位として行

う「農業集落調査」、④全国の山林を保有する全ての事

業体（林家と林家以外の林業事業体）を調査する「林

業事業体調査」、⑤全国の林業作業の請け負いを行う

すべての事業体を調査する「林業サービス事業体等調

査」の実査を終了し、また、「林業地域調査」について

は、平成１２年８月１日現在で全国の市区町村を単位と

して調査を行い、それぞれ、本年度はその集計並びに

調査結果の概要を公表するとともに、各調査結果の報

告書作成準備を行った。

　なお、これらと併せて指導員、調査員等に対する褒

章を行った。

�　農業事業体調査

　農業事業体調査（農家以外の農業事業体調査を除く）

の集計は農林水産省が作成したプログラムに基づき、

都道府県が民間集計センターに委託して電算集計を

行った。農林水産省は、都道府県から報告された都道

府県別結果（磁気テープ）により全国集計を行い、そ

の結果概要を公表した。

　なお、農家以外の農業事業体調査については、農林

水産省がすべての電算集計を行い、その結果概要を公

表した。
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�　農業サービス事業体調査

　農業サービス事業体調査は、農林水産省が作成した

プログラムに基づき、民間の集計センターに委託の上、

調査票を収録した磁気テープを作成し、農林水産省が

電算集計を行い、その結果概要を公表するとともに報

告書作成準備を行った。

�　農業集落調査

　農業集落調査は、農林水産省が作成したプログラム

に基づき、民間の集計センターに委託の上、調査票を

収録した磁気テープを作成し、農林水産省が電算集計

を行い、その結果概要を公表するとともに報告書作成

準備を行った。　　

�　林業事業体調査

　林業事業体調査（林家以外の林業事業体調査を除く）

の集計は農林水産省が作成したプログラムに基づき、

都道府県が民間集計センターに委託して電算集計を

行った。農林水産省は、都道府県から報告された都道

府県別結果（磁気テープ）により全国集計を行い、そ

の結果概要を公表した。

　なお、林家以外の林業事業体調査については、農林

水産省がすべての電算集計を行い、その結果概要を公

表した。

�　林業サービス事業体等調査

　林業サービス事業体等調査は、農林水産省が作成し

たプログラムに基づき、民間の集計センターに委託の

上、調査票を収録した磁気テープを作成し、農林水産

省が電算集計を行い、その結果概要を公表するととも

に報告書作成準備を行った。

�　林業地域調査

　林業地域調査は、平成１２年８月１日現在で、林業地

域調査票を、農林水産省職員が都道府県に配布して行

う自計申告調査の方法及び森林組合等へ面接・聞き取

り調査の方法並びに林野庁の関係書類を活用する方法

によって調査を実施した。

　なお、調査結果の集計は、農林水産省における電算

集計方式によって行った。

２　漁業センサス

　平成１０年１１月１日現在で「第１０次漁業センサス」を

実施した。

　１２年度に、調査結果の集計を行い、平成１１年８月３１

日に「第１０次漁業センサス結果概要」を公表した。

　また、以下の報告書（第５報～第８報）等を刊行し

た。

　第５報　海面漁業の構造変化に関する統計

　第６報　海面漁業の団体経営体に関する統計

　第７報　内水面漁業に関する統計　　

　第８報　内水面漁業に関する都道府県別総括図

　　総 括 編　THE 10TH FISHERY CENSUS OF 

JAPAN １９９８

　CD－ ROM　漁業センサス結果

 �������� （海面漁業の地域構造に関する統計）

 ������� （海面漁業の地区概況図Vol．１～６）

 ����������� （海面漁業の漁業集落別統計）

３　農業構造動態調査

�　基本構造動態調査（農家調査）

　ア　調査の目的

　この調査は、５年ごとに行われる農業センサスの中

間年次に、農家の農業生産構造及び就業構造に関する

事項を把握し、農政の企画・立案、実施等に必要な基

礎資料を整備することを目的とする。

　イ　調査対象と調査方法

　販売農家を抽出単位とし、２０００年世界農林業センサ

スの経営組織区分及び県内農業地域に基づく部分母集

団から系統抽出した標本農家を調査対象とした。

　調査は、平成１３年１月１日現在及び調査日前１年間

における世帯員の就業状態、農業経営の状態等につい

て標本農家の自計申告により調査し、調査票の配布・

回収は調査員が行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「農業構造動態調査（基

本構造）報告書」として刊行する。

�　基本構造動態調査（農業法人等調査）

　ア　調査の目的

　この調査は、５年ごとに行われる農業センサスの中

間年次に、農業法人等の農業生産構造及び就業構造に

関する事項を把握し、農政の企画・立案、実施等に必

要な基礎資料を整備することを目的とする。

　イ　調査対象と調査方法

　２０００年世界農林業センサス結果に基づき販売を目的

とする農家以外の農業事業体及び水稲作に係る農業

サービス事業体から標本事業体を抽出し調査対象とし

た。

　調査は、調査員が標本事業体を訪問し、平成１３年１

月１日現在及び調査日前１年間における、農業経営の

状態等について郵送の方法により調査した。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「農業構造動態調査（基

本構造）報告書」として刊行する。
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�　地域就業等構造調査

　この調査は、集落営農の組織形態や営農状況、規模

の変化等を明らかにすることを目的に実施したもので

ある。

　ア　調査の目的

　この調査は、地域の農業における効率的な農業生産

の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織

等の活動状況等を把握し、地域農業の多様な担い手の

動向を明らかにするとこにより、農地の流動化、地域

資源の活用等個別政策課題に対応することを目的とす

る。

　イ　調査対象と調査方法

　調査は、２０００年世界農林業センサス結果等に基づき、

地域農業の多様な担い手のひとつとして位置付けられ

ている集落営農を対象として、組織形態や営農状況等

について、平成１２年１１月１日現在で聞き取り調査した。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表する。

４　農林水産業新規就業者等調査

�　新規就業者調査

　ア　調査の目的

　農林漁業の新規就業者の実態を明らかにし、今後の

新規就業者対策の推進等に必要な基礎資料を整備する。

　イ　調査対象と調査方法

　調査は、平成１１年６月から平成１２年５月までの１か

年間の農林漁業への新規就業者を市区町村、農業協同

組合、森林組合、漁業協同組合等の関係機関を対象に

平成１２年６月に農林水産省職員が情報収集する方法に

より行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産情報」として公

表する。

�　就業状態調査

　ア　調査の目的

　この調査は、農林漁業の新規就業者の意向等を明ら

かにし、今後の新規就業者対策の推進等に必要な基礎

資料を整備することを目的とする。

　イ　調査対象と調査方法

　調査は、新規就業者調査で把握した過去３年間（平

成９年６月１日から平成１２年５月３１日の間）に漁業に

新たに就業した者を対象に、平成１２年１０月１日現在で

郵送調査の方法により行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表する。

５　漁業動態調査

　漁業動態調査は、５年ごとに実施している漁業セン

サスの中間年次における漁業の生産構造及び就業構造

の変化を明らかにし、水産行政等の基礎資料とする。

　調査は、漁業経営体調査及び漁業就業動向等調査に

区分される。

�　漁業経営体調査

　ア　調査対象と調査方法

　海面及び農林水産大臣が指定する湖沼において漁業

を営む経営体を対象として、調査員による面接聞取り

の方法により調査を行った。

　調査項目は、漁業経営体名、経営組織、使用漁船、

漁業種類、出漁日数等である。

　イ　調査結果の公表

　調査結果の概要を「農林水産統計速報」として公表

し、詳細を「漁業動態統計年報」として刊行する。

�　漁業就業動向等調査

　ア　調査対象と調査方法

　第１０次漁業センサスで設定した海面漁業基本調査区

から、標本調査区を抽出し、標本調査区内に所在する

すべての漁業世帯を対象として、調査員による面接聞

取りの方法により調査を行った。

　調査項目は、世帯員の氏名、年齢、性別及び就業状

況等である。

　イ　調査結果の公表

　調査結果の概要を「農林水産統計速報」として公表

し、詳細を「漁業動態統計年報」として刊行する。

６　漁業・養殖業生産統計調査

　漁業・養殖業生産統計調査は、海面及び内水面にお

ける漁業・養殖業の生産の実態を量的に把握して、水

産行政の基礎資料とする。

　調査は、海面漁業漁獲統計調査、海面養殖業収獲統

計調査、内水面漁業漁獲統計調査及び内水面養殖業収

獲統計調査に区分される。

�　海面漁業漁獲統計調査

　ア　調査対象と調査方法

　海面漁業を営むすべての経営体及び水揚機関を対象

として、経営体又は水揚機関からの申告、水揚げ記録

の利用、調査員又は職員による面接聞取り等により調

査を行った。

　調査項目は、漁業種類別漁労体数、航海数及び出漁

日数並びに漁業種類別魚種別漁獲量である。

　イ　調査結果の公表
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　調査結果の概要を「農林水産統計速報」として公表

し、詳細を「漁業・養殖業生産統計年報」として刊行

した。

�　海面養殖業収獲統計調査

　ア　調査対象と調査方法

　海面養殖業を営むすべての経営体を対象として、経

営体からの申告、水揚げ記録の利用、調査員又は職員

による面接聞取り等により調査を行った。

　調査項目は、養殖種類別の養殖業経営体数、施設数、

施設面積、魚種別収獲量、種苗販売量等である。

　イ　調査結果の公表

　海面漁業漁獲統計調査に同じ

�　内水面漁業漁獲統計調査

　ア　調査対象と調査方法

　内水面漁業を営む漁業者（漁業権の設定されている

水域における遊漁者を含む。）を対象として、経営体か

らの申告、調査員又は職員による面接聞取り等により

調査を行った。

　調査項目は、魚種別漁獲量である。

　イ　調査結果の公表

　海面漁業漁獲統計調査に同じ

�　内水面養殖業収獲統計調査

　ア　調査対象と調査方法

　内水面養殖業を営むすべての経営体を対象として、

経営体からの申告、調査員又は職員による面接聞取り

等により調査を行った。

　調査項目は、魚種別収獲量、種苗販売量等である。

　イ　調査結果の公表

　海面漁業漁獲統計調査に同じ

７　漁業経済調査

　漁業経営体の財産及び経営活動の状況、操業状況、

世帯員の状況等を把握し、経営改善、漁業の振興及び

漁業者の生活向上等の水産行政の基礎資料を作成する

ことを目的とする。

　調査は、漁家経済調査、中小漁業経営体経済調査及

び大規模漁業会社経済調査に区分される。

�　漁家経済調査

　ア　調査対象と調査方法

　海面漁業漁家（使用漁船の合計トン数が１０トン未満

のもの又は主として小型定置網漁業を営むもの）又は

海面養殖業漁家から、一定の基準により標本を抽出し、

日記帳への記帳及び職員による面接聞取りにより、調

査を行った。

　調査項目は、世帯の概況、操業、収支、財産の状況

等である。

　イ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」で公

表するとともに、詳細を「漁業経済調査報告（漁家の

部）」として刊行した。

�　中小漁業経営体経済調査

　ア　調査対象と調査方法

　海面漁業経営体（使用漁船の合計トン数が１０トン以

上のもの又は大型定置網漁業を営むもの）から、一定

の割合により標本を抽出し、所定の帳簿からの取りま

とめ、調査客体の記帳及び職員による面接聞取りによ

り、調査を行った。

　調査項目は、操業、財産、損益等の状況である。

　イ　調査結果の公表

　調査結果の概要を「農林水産統計速報」として公表

し、詳細を「漁業経済調査報告（企業体の部）」として

刊行した。

�　大規模漁業会社経済調査

　ア　調査対象と調査方法

　海面漁業を営む資本金１億円以上の会社を対象に、

自計申告の方法により調査した。

　イ　調査結果の公表

　調査結果は、「漁業経済調査報告（企業体の部）」に

おいて公表した。

８　漁業生産所得

　海面における漁業・養殖業の生産に関する実態を金

額で把握し、漁業の生産性の測定、漁業生産所得算出

及び国民経済計算のための基礎資料を提供することを

目的として、漁業・養殖業生産統計調査結果等を利用

して、漁業生産額及び海面漁業・養殖業生産所得を推

計した。

�　推　計　方　法

　漁業生産額は、海面及び内水面における生産量に、

産地卸売価格等を乗じて推計した。

　漁業生産所得は、海面漁業・養殖業生産額に、漁業

経済調査結果から求めた生産所得率を乗じて推計した。

�　推計結果の公表

　推計結果の概要を「農林水産統計速報」として公表

するとともに、詳細を「漁業・養殖業生産統計年報」

に掲載した。

９　地域・環境に関する統計情報

�　農林水産情報交流ネットワーク事業

　全国に配置した情報交流モニター等（生産者・流通

加工業者モニター、消費情報提供協力者）の意見・意

向等を迅速かつ的確に把握して農林水産行政に反映さ

第２章　統計情報部 －６９－



せるとともに、情報交流を促進することにより、農林

水産業の振興及び農山漁村地域の活性化に資するもの

である。

�　食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調査

　農林水産行政ニーズに即した食料、農林水産業、農

山漁村に係る特定事象（テーマ）に対する関係者の意

識・意向等を迅速に把握し、行政施策展開上の基礎資

料に資するものである。

　毎年度、特定テーマを設け調査を実施し、結果を取

りまとめ公表している。

�　農林漁業現地情報

　農林漁業の振興、農林漁家の経営改善、地域活性化

対策等の推進のための参考資料として提供することを

目的として、各地域の農林漁業、農山漁村、農林漁家

等における現地の特徴的な動き、今日的課題に関する

情報を収集した。

　収集した情報は、毎月公表している。

�　農業農村地域資源・環境総合調査

　ア　持続的生産環境に関する実態調査（家畜飼養者

　　によるたい肥化利用への取組状況調査）

　�　調査の目的

　全国の家畜飼養者によるたい肥化への取組状況の実

態を把握し、畜産環境政策及び環境保全型農業の推進

に資するものである。

　�　調査対象と調査方法

　乳用牛、肉用牛、豚及び採卵鶏の飼養者を対象とし

て、郵送留置の方法により実施した。

　�　調査結果の公表等

　調査結果は、「家畜飼養者によるたい肥化利用への

取組状況調査報告書」として刊行する。

　イ　地域資源の維持管理・活性化に関する実態調査

　　（生物生息地の保全管理への取組状況調査）

　�　調査の目的

　全国各地の生物生息地（ビオトープ）の保全管理に

関する取組の実態を把握することにより農林水産分野

における環境政策の推進に資するものである。

　�　調査対象と調査方法

　全市区町村を対象にアンケート調査を郵送留置の方

法により実施するとともに、市区町村等に対して情報

収集を行った。

　�　調査結果の公表等

　調査結果は、その概要及び事例集を「生物生息地の

保全管理への取組状況調査結果」として刊行する。

�　農道・林道整備状況調査

　ア　調査の目的

　農山村地域の農業及び林業の生産性向上や農林産物

の輸送利便性に大きく寄与する農道及び林道の整備状

況を把握し、土地改良事業、民有林林道事業等の推進

に資するものである。

　イ　調査対象と調査方法

　調査は、市区町村を対象に、郵送調査により実施し

た。

　ウ　調査結果の公表等

　調査結果は、「農林水産統計速報」として公表した。

第５節　経営統計調査

１　農業経営統計調査

�　農業経営動向統計

　ア　調査の目的

　この統計は、個別農家の再生産過程を把握すること

によって、国民経済の成長に伴う農業構造の変化と農

業経営の動向を明らかにし、農業行政の基礎資料とす

るとともに、国民経済計算における農業部門の推計の

基礎資料とする。

　イ　調査対象農家

　販売農家（経営耕地面積３０a以上、又は過去１年間の

農産物販売金額が５０万円以上の農家）を調査対象とし

た。

　ウ　調査の方法

　調査農家に日計簿を配付し、日々の現金収支、労働

時間などについて記帳を依頼し、世帯員数、農家の財

産の増減などについては、農林水産省地方統計情報組

織の職員が面接調査により行った。

　エ　調査結果の公表

　月々の収支については、「農林水産統計速報」として

毎調査月の翌々月に公表している。年の調査結果は、

その概要を「農林水産統計速報」として公表するとと

もに、詳細を「農業経営動向統計」として刊行した。

�　農業経営部門別統計

　ア　調査の目的

　この統計は、育成すべき個別経営体及びこれに準ず

る層の農家を対象に、農業経営の部門別収支・所得等

を把握することにより、農業経営の実態を把握し、農

業行政の基礎資料とする。

　なお、野菜・果樹部門については、品目により、経

営内容が大きく異なるため、品目別の収支・所得等を

把握する野菜・果樹品目別統計も併せて作成した。

　イ　調査対象農家

　経営耕地面積が２．０ha（北海道５．０ha）以上、又は当
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該部門の経営規模が一定規模以上で、当該部門が農産

物販売金額の２割以上を占め、かつ、当該部門を農産

物販売金額の１位とする農家を調査対象とした。

　野菜・果樹品目別統計は、当該品目の販売価額が、

野菜又は果樹の総販売金額に対して２割以上ある農家

を調査対象とした。

　ウ　調査の方法

　調査農家に日計簿を配付し、日々の農業現金収支、

労働時間などについて記帳を依頼し、世帯員数、農家

の財産の増減などについては、農林水産省地方統計情

報組織の職員が面接調査により行った。

　エ　調査結果の公表

　年の調査結果の概要を「農林水産統計速報」として

公表するとともに、詳細を「農業経営部門別統計」及

び「野菜・果樹品目別統計」として刊行した。

�　農産物生産費統計

　ア　調査の目的

　�　米生産費統計

　この統計は、米の生産に係るコストを把握し、米穀

の政府買入価格の算定、農業経営改善等の農業行政の

基礎資料とする。

　�　麦類生産費統計

　この統計は、麦類（小麦、六条大麦、ビール大麦、

裸麦）の生産に係るコストを把握し、麦類の政府買入

価格の算定、麦作経営安定資金の算定、農業経営改善

等の農業行政の基礎資料とする。

　�　いも・豆類、工芸農作物生産費統計

　この統計は、工芸農作物の生産に係るコストを把握

し、原料用かんしょ、原料用ばれいしょ、てんさい、

さとうきび及び大豆の行政価格算定、農業経営改善等

の農業行政の基礎資料とする。

　イ　調査対象農家

　当該作目の経営規模が、作目ごとに定めた規定を満

たす農家を調査対象とした。

　ウ　調査の方法

　調査農家に日計簿を配付し、日々の農業現金収支、

当該作目の生産に使用した資材、労働時間などについ

て記帳を依頼し、世帯員数、農家の財産の増減などに

ついては、農林水産省地方統計情報組織の職員が面接

調査により行った。

　エ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を作目ごとに「農林水産統計

速報」で公表するとともに、詳細を「米及び麦類の生

産費」、「工芸農作物等の生産費」として刊行した。

�　畜産物生産費統計

　ア　調査の目的

　�　牛乳生産費統計

　この統計は、生乳の生産に係るコストを把握し、加

工原料乳の保証価格の算定、酪農経営改善等の農業行

政の基礎資料とする。

　�　肉用牛生産費統計

　この統計は、肉牛（去勢若齢肥育牛、乳用おす肥育

牛、交雑種肥育牛、乳用おす育成牛、交雑種育成牛）

生産、子牛生産に係るコストを把握し、牛肉の安定基

準価格等の算定及び肉用子牛の保証基準価格等の算定、

畜産経営改善等の農業行政の基礎資料とする。

　�　肥育豚生産費

　この統計は、肉豚生産に係るコストを把握し、豚肉

の安定基準価格等の算定、畜産経営改善等の農業行政

の基礎資料とする。

　イ　調査対象農家

　当該畜種の経営規模が、畜種ごとに定めた規定を満

たす農家を調査対象とした。

　ウ　調査の方法

　調査農家に日計簿を配付し、日々の農業現金収支、

当該畜種の生産に使用した資材、労働時間などについ

て記帳を依頼し、世帯員数、農家の財産の増減などに

ついては、農林水産省地方統計情報組織の職員が面接

調査により行った。

　エ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を畜種ごとに「農林水産統計

速報」で公表するとともに、詳細を「畜産物生産費」

として刊行した。

２　林家経済調査

�　調査の目的

　本調査は、林家の林業経営の実態及び林家経済の動

向を明らかにするとともに、育林に要する費用等を把

握し、林業行政の基礎資料とする。

�　調査対象

　全国の保有山林２０ha以上５００ha未満の林家を調査対

象とした。（沖縄を除く）

�　調査の方法

　調査方法は、調査林家に調査簿を配付して行う記帳

調査と、農林水産省地方統計情報組織の職員による面

接調査を併用して行った。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」で公

表するとともに、詳細を「林家経済調査報告」として

刊行した。
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３　農業組織経営体経営調査

�　調査の目的

　本調査は、組織経営体の経営収支及び、米、小麦及

び大豆の生産費の実態を把握し、農業行政の基礎資料

とする。

�　調査対象

　農家以外の農業事業体及び農業サービス事業体を調

査対象とした。

�　調査の方法

　調査方法は、調査組織の代表者等に調査簿を配付し

て行う記帳調査と、農林水産省地方統計情報組織の職

員による面接調査により行った。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を作目ごとに「農林水産統計

速報」で公表するとともに、詳細を「農業組織経営体

経営調査報告」として刊行した。

４　林業組織経営体経営調査

�　調査の目的

　林業事業体の経営実態を把握し、林業事業体の育成、

林業労働者の就業改善等の林業施策に必要な基礎資料

とする。

�　調査対象

　全国の林業事業体（素材生産業・育林サービス業及

び素材生産サービス業）で会社組織を調査対象とした。

（沖縄を除く）

�　調査の方法

　調査方法は、調査客体に対して調査簿を配付して行

う記帳調査と、農林水産省地方統計情報組織の職員に

よる面接調査により行った。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」で公

表するとともに、詳細を「林業組織経営体経営調査報

告」として刊行した。

５　農林業生産所得

　国民経済的な立場から農林業生産の実態を価値量的

に把握し、農林水産行政の企画立案、振興計画の策定

等の基礎資料とする。

�　推計の方法

　ア　農業総産出額及び生産農業所得（全国推計値）

　農業総産出額は、農業生産活動による最終生産物の

品目別生産量（全国計）に、農家庭先価格（全国平均）

を乗じた額を合計して求めたものである。

　生産農業所得（全国推計値）は、この農業総産出額

から物的経費、間接税等を控除し、経常補助金を加算

して求めたものである。

　イ　農業粗生産額及び生産農業所得

　　　（市町村別推計値）

　農業粗生産額は、市町村別の品目別生産数量に品目

別農家庭先価格を乗じて求めたものである。

　生産農業所得（市町村別推計値）は、この農業粗生

産額に農業経営統計調査結果から算出した所得率を乗

じ、経常補助金を加算して求めたものである。

　ウ　林業粗生産額及び生産林業所得

　林業粗生産額は、林産物の生産量に生産者価格を乗

じて求めたものである。これに林家経済調査その他の

統計を基礎にして得られた所得率を乗じて生産林業所

得を推計した。

�　推計結果の公表

　推計結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「生産農業所得統計」、「生

産林業所得統計報告書」として刊行した。

６　農村物価統計調査

�　調査の目的

　農村における景気及び物価水準の変動を測定するた

め、農業経営に直接関係ある物価及び賃金を把握し、

その結果を総合して全国的及び地域的な農村物価指数

等を作成するほか、農業パリティ指数作成のための基

礎資料を整備することを目的とする。

�　調査の種類及び区分

　調査は、農産物生産者価格調査、農業生産資材価格

調査及び農業臨時雇賃金調査の三種類とする。また、

農産物生産者価格調査は、一般農産物生産者価格調査

（野菜以外）及び野菜生産者価格調査に区分する。

�　調査対象

　農産物生産者価格調査は、調査品目ごとに主な産地

における取引量の多い出荷団体等を調査対象とした。

　農業生産資材価格調査は、「農林統計に用いる地域

区分」に基づく都道府県内の農業地域ごとに農家の農

業生産資材の購入事情を代表するとみられる市町村に

おける小売店等を調査対象とした。

　農業臨時雇賃金調査は、農業臨時雇の雇用事例が多

い市町村で雇用事例の多い農家等を調査対象とした。

�　調査の方法

　調査は、農林水産省地方統計情報組織の職員の面接

又は電話による聞き取りにより行った。

�　調査結果の公表

　月々の農村物価指数は、「農林水産統計速報」として

毎調査月の翌月に公表している。年次指数は、その概
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要を「農林水産統計速報」で公表するとともに、詳細

を「農村物価統計」として刊行した。

第６節　生産統計調査

１　耕地面積統計調査

�　調査の目的

　農業生産の基礎となる耕地面積統計を作成し、土地

利用改善等諸施策の基礎資料とする。

�　調査の方法

　耕地面積統計調査は、耕地を約２ ha（北海道は約

１０ha）単位に区画して編成した単位区の中から標本単

位区を抽出し、実測調査の方法により８月１日現在で

調査した。また、空中写真の利用、巡回調査等によっ

て調査の補完を図った。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を１０月に｢農林水産統計速報」

として公表するとともに、詳細を「耕地及び作付面積

統計」として刊行した。

２　作付面積調査

�　調査の目的

　農作物の作付面積を調査して、土地の利用状況を明

らかにするとともに収穫量を推定する場合の基礎とす

るほか、土地の高度利用計画、農作物の需給計画、価

格流通対策等諸施策の基礎資料とする。

�　調査の方法

　作付面積調査は耕地面積統計調査と同時に標本単位

区に対する実測調査、農家を対象とした郵送調査及び

関係機関からの資料収集に基づく巡回調査の方法で実

施した。

�　調査結果の公表

　主な冬作作物の作付面積は６月に、夏作作物及び永

年性作物の作付（又は栽培）面積は８月以降数回にわ

たり「農林水産統計速報」として公表するとともに、

詳細を「耕地及び作付面積統計」として刊行するとと

もに、「作物統計」に掲載した。

３　普通作物収穫量調査

�　調査の目的

　農作物の作柄概況、予想収穫量及び収穫量を早期に

かつ正確に把握し、食料の需給調整、農作物価格の安

定、技術改善等諸施策の基礎資料とする。

�　調査の種類

　水稲については、作柄概況調査、予想収穫量調査及

び収穫量調査、かんしょ及び豆類については、予想収

穫量調査と収穫量調査、陸稲、麦類及び飼料作物につ

いては、収穫量調査を実施した。

�　調査の方法

　水陸稲、麦類、かんしょ及び豆類の収穫量調査は、

主産地では標本筆（ほ場）、基準筆の刈取りあるいは掘

取り調査などによって１０a当たり収量を推定した。非

主産地及び上記以外の作物については、主として巡

回・情報収集により１０a当たり収量を調査した。

　水稲の作柄概況調査及び予想収穫量調査は、作況予

測標本筆調査、作況基準筆調査及び巡回・情報収集に

より実施した。

　かんしょ及び豆類の予想収穫量調査は、それぞれ作

況基準筆調査及び巡回・情報収集により行った。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その都度「農林水産統計速報」として

公表するとともに、詳細を「作物統計」として刊行し

た。

４　工芸農作物調査

�　調査の目的

　工芸農作物の予想収穫量及び収穫量を調査し、生産

振興、価格安定、需給計画の策定等諸施策の基礎資料

とする。

�　調査の種類と方法

　工芸農作物調査は、茶生産量調査、なたね収穫量調

査、てんさい収穫量調査、さとうきび収穫量調査、こ

んにゃくいも収穫量調査及びい収穫量調査に区分され

る。

　茶生産量調査は、生葉実測調査及び茶生産量調査表

式調査（一番茶期、１２月１日現在）に区分される。静

岡県については生葉実測調査及び茶生産量調査表式調

査（一番茶期、１２月１日現在）、埼玉県他３府県につい

ては茶生産量調査表式調査（一番茶期、１２月１日現在）、

その他の都府県は茶生産量調査表式調査（１２月１日現

在）を実施した。

　なたね収穫量調査、てんさい収穫量調査及びさとう

きび収穫量調査は、予想収穫量及び収穫量を、こん

にゃくいも収穫量調査及びい収穫量調査は収穫量を調

査した。

　調査は、関係団体に対する面接調査及び巡回調査に

より実施した。

�　調査結果の公表

　調査結果は、各作物ごとに「農林水産統計速報」と
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して公表するとともに、詳細を ｢作物統計」として刊

行した。

５　園芸生産出荷統計調査

�　調査の目的

　園芸作物の作付（予定）面積、（予想）収穫量及び

（予想）出荷量を調査し、園芸農作物の生産・出荷計

画策定、価格安定、流通対策等諸施策の基礎資料とす

る。

�　調査の種類と方法

　園芸生産出荷統計調査は、野菜生産量統計調査、果

樹生産量統計調査、青果物出荷統計調査及び花き生産

出荷量調査に区分している。

　野菜生産量統計調査、果樹生産量統計調査及び青果

物出荷統計調査は、予想調査と実績調査を実施した。

主要野菜については、は種のおおむね２～４か月前、

作付け直後又は出荷期間中及び収穫期に作付（予定）

面積、（予想）収穫量及び（予想）出荷量を調査した。

主要果樹については、収穫開始の１～２か月前又は出

荷期間中及び収穫期に結果樹面積、（予想）収穫量及び

（予想）出荷量を調査した。

　花き生産出荷量調査では、種類別、栽培形態別に作

付（収穫）面積及び出荷量を調査した。

　これらの調査は、基準筆の調査を基とした実測調査

及び生産農家、集出荷団体などに対する面接調査又は

郵送調査により実施した。

�　調査結果の公表

　調査結果は、「農林水産統計速報」及び「農林水産情

報」として公表するとともに、年間実績の詳細につい

ては、「野菜生産出荷統計」、「果樹生産出荷統計」とし

て刊行した。

６　養蚕統計調査

�　調査の目的

　養蚕の実態を把握するとともに、繭の生産量及び被

害量統計等を作成し、補助事業、畑作物共済事業（蚕

繭）等の円滑な運営のための基礎資料とする。

�　調査の種類と方法

　調査は、収繭量調査、被害定期調査、被害応急調査

及び減収調査からなっている。

　収繭量調査及び被害定期調査では、主産県の標本農

家について、掃立卵量、収繭量などを面接及び実測に

より調査した。

　また、養蚕農家のある全市町村を対象に、養蚕農家

数、繭の生産状況、被害量などについて養蚕統計調査

員による実地調査を行った。

�　調査結果の公表

　調査結果（減収調査の結果を除く。）は、「農林水産

統計速報」として公表するとともに、詳細を「養蚕統

計」として刊行した。

７　農作物被害調査

�　調査の目的

　水稲及び麦の被害状況を定期的に把握し、基本的な

被害統計を作成するとともに、災害により農作物に重

大な被害が発生した場合には、全農作物を対象として

被害統計を作成し、応急的、恒久的な災害対策及び病

害虫防除対策等のための基礎資料とする。

�　調査の対象

　農作物の栽培を開始してから収納するまでの期間に

おいて、気象的、生物的、その他の異常な事象等に

よって農作物に損傷を生じ、基準収量に比べて減収し

た面積及び被害量を対象とする。

�　調査の種類と調査方法

　水稲及び麦の被害状況を定期的に把握するための被

害定期調査、農作物に重大な被害が発生した場合には

その都度全農作物の被害状況を把握するための被害応

急調査を実施した。被害定期調査は、巡回調査、標本

調査及び被害調査筆調査により、被害応急調査は、巡

回調査及び被害応急調査筆調査により行った。

�　調査結果の公表

　被害定期調査結果は、それぞれの収穫量調査結果と

併せて「農林水産統計速報」により公表するとともに

「作物統計」に掲載している。被害応急調査結果は、

「農作物災害種類別被害統計」として刊行した。

８　減　収　調　査

�　調査の目的

　農作物共済事業、畑作物共済事業及び果樹共済事業

に係る損害評価の適正かつ円滑な運営に資するため、

その基礎資料を作成する。

�　調査対象及び調査方法

　水稲、麦類、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん並

びに主な果樹の共済目的の種類ごとに共済基準収量を

基準とする増収面積及び程度別減収面積並びに増収量、

程度別減収量及び共済減収量について標本実測調査及

び巡回調査の方法により調査を行った。

　なお、調査結果は、損害評価の基礎資料として取り

まとめて経営局へ提示した。 
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９　農作物調査試験

�　技術解析試験調査

　農家のほ場において、水稲の主要産地における代表

的な品種について、生育初期から登熟に至るまでの特

性解析を追跡的に行い、水稲の作況調査の解析等に必

要な科学的基礎資料とした。

�　農作物被害試験

　農家のほ場において、主要農作物の現地試験等を行

い、被害調査の基礎資料となる「被害減収推定尺度」

を作成した。

�　結果の利用

　これらの試験結果は、｢技術解析試験報告書」｢作況

判定資料」及び「被害減収推定尺度」として取りまと

め、普通作物収穫量調査、農作物被害調査、減収調査

等において利用している。

１０　木材統計調査

�　木材生産構造調査

　ア　調査の目的

　木材の需給動向を明らかにするとともに、木材関連

産業の実態を把握し、木材需給の安定対策及び流通改

善対策並びに木材産業の合理化のための諸施策の基礎

資料を整備する。

　イ　調査対象と調査方法

　木材生産構造調査は、製材統計調査基礎調査、木材

チップ工場調査及び合単板材調査に分かれ全国の該当

工場を対象に、平成１２年１２月３１日現在における素材の

入荷量・消費量、製品の生産量・出荷量、従業者数等

の状況を調査員による面接・聞き取り調査の方法によ

り行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「木材需給報告書」とし

て刊行した。

�　木材製品生産動態調査

　ア　調査の目的

　木材需給の短期的動向、価格水準及びその変動、木

材関連産業の実態を把握し、木材需給の安定対策及び

流通改善対策並びに木材産業の合理化のための諸施策

の基礎資料を整備する。

　イ　調査対象と調査方法

　木材製品生産動態調査は、製材統計調査標本工場調

査、合単板工場調査及び木材価格調査に分かれ、標本

工場等を対象に、毎月の素材の入荷量・消費量・在荷

量、製品の生産量・出荷量・在荷量等及び木材価格に

ついて、郵送調査の方法により行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「木材需給報告書」とし

て刊行した。

１１　畜産調査

�　畜産基本調査

　ア　調査の目的

　畜産基本調査は、乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏の飼

養戸数、飼養頭羽数等を把握し、畜産行政の基礎資料

とする。

　イ　調査対象と調査方法

　農林業センサスを基礎に畜種別の母集団を編成し、

標本飼養者を抽出する。調査方法は乳用牛及び肉用牛

については調査員による面接調査、豚及び採卵鶏につ

いては郵送調査の方法により行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果のうち、飼養戸数、頭羽数など基本項目に

ついては「農林水産統計速報」として公表するととも

に、詳細については「畜産統計」として刊行した。

�　畜産予察調査

　ア　調査の目的

　生乳、肉用牛、鶏卵・ブロイラーの生産あるいは供

給量を早期に予察して、これら畜産物の需給対策、価

格安定対策等の基礎資料とする。

　イ　調査対象と調査方法

　乳用牛及び肉用牛予察調査は、家畜飼養者を対象に

調査員による面接調査の方法により行った。

　鶏ひなふ化羽数調査は、鶏ひなふ化場を調査対象に

郵送調査又は職員による面接調査の方法により行った。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、「農林水産統計速報」として公表すると

ともに、「畜産統計」として刊行した。

第７節　流通消費統計調査

１　食品流通動態調査

�　生鮮食品流通動態調査

　ア　調査の目的

　食品産業における生鮮食品の流通経路・規模等を調

査し、食品流通構造改善等の食品流通施策の推進を図

るための基礎資料とする。

　イ　調査対象と調査方法
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　調査対象は、全国の食品製造業、食品卸売業、食品

小売業及び外食産業のうち、生鮮食品を取り扱う企業

とし、調査は、その代表者等に対する面接留め置き調

査により実施した。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、１１年度にその概要を「農林水産統計速

報」として公表するとともに、詳細を「生鮮食品流通

動態調査報告」として刊行した。

�　食品製造業における農産物需要実態調査

　ア　調査の目的

　食品製造業における原料となる農産物の調達実態を

明らかにし、食品産業のニーズに即した国産原料の安

定供給に向けた生産・流通及び食品産業の健全な発展

のための諸施策の推進に必要な基礎資料とする。

　イ　調査対象と調査方法

　調査対象は、全国の野菜及び大豆を原料として製造

品を製造出荷する事業所とし、調査は、調査票を出張

所職員が配付し、郵送で回収する自計申告調査により

実施した。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、１２年度にその概要を「農林水産統計速

報」として公表するとともに、詳細を「食品製造業に

おける農産物需要実態調査報告」として刊行した。

�　食品小売業実態調査

　ア　調査の目的

　生鮮食品を主体として販売する小規模食品小売業に

おける事業活動に関する経営意向や消費者ニーズへの

取組意向等を把握し、食品小売業の効率化と活性化に

向けた食品流通施策の企画・検討等に必要な基礎資料

とする。

　イ　調査対象と調査方法

　調査対象は、全国の食肉小売業、鮮魚小売業及び野

菜・果実小売業を営む事業所のうち、従業者５人未満

の単独店とし、調査は、事業主等に対する面接留め置

き調査により実施した。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、翌年度にその概要を「農林水産統計速

報」として公表するとともに、詳細を「食品小売業実

態調査報告」として刊行する。

�　加工食品生産統計調査

　ア　牛乳乳製品統計調査

　�　調査の目的

　生乳、飲用牛乳及び乳製品の生産量等を把握し、畜

産行政の基礎資料とする。

　�　調査対象と調査方法

　全国の乳製品工場及び牛乳処理場を対象に調査員を

委嘱し、毎月、調査を行った。

　�　調査結果の公表

　調査結果の概要を、毎月「農林水産統計速報」で公

表するとともに、詳細を「牛乳乳製品統計」として刊

行した。

　イ　水産加工統計調査

　�　調査の目的

　水産物の加工場における製品の生産量等を調査し、

需給安定対策、流通改善対策等の基礎資料とする。

　�　調査対象と調査方法

　水産物を主原料とし、販売を目的に加工品を製造す

る経営体を対象に、加工品目別年間生産量、加工経営

体数等を加工経営体又は関係団体の代表者の申告、面

接等により実施した。

　�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「水産物流通統計年報」

として刊行した。

２　食品産業動向調査

�　調査の目的

　食品産業の置かれている状況と直面する課題への対

応状況等の実態等を把握し、食品産業政策の推進に必

要な基礎資料とする。

　平成１２年度は、食品の安全性・品質確保対策の充実・

強化が喫緊の課題となっていることから、食品産業界

における安全性確保対策等の調査を行い、実態を把握

した。

�　調査対象と調査方法

　全国の食品製造業を営む従業員５人以上の企業を対

象に、調査票を郵送で配布・回収する自計申告調査に

より実施した。

�　調査結果の公表

　調査結果の概要を、「農林水産統計速報」で公表する

とともに、詳細を「平成１２年食品産業動向調査報告」

として刊行する。

３　食品流通機構調査

�　青果物卸売市場調査

　ア　調査の目的

　青果物の卸売市場における卸売数量及び価額を調査

し、流通改善対策、価格安定対策等の基礎資料とする。

　イ　調査対象と調査方法

　調査は、全国の主要な都市の青果物卸売会社を対象

に、品目別、産地府県別の卸売数量及び価額を職員に

よる聞き取り及び関係資料の閲覧等により調査した。
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　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、毎旬の結果を「青果物流通統計旬報」、

年間の結果について概要を「農林水産統計速報」とし

て公表し、詳細を「青果物卸売市場調査報告」、産地府

県別の結果を「青果物産地別卸売統計」として刊行し

た。

�　畜産物流通統計調査

　ア　調査の目的

　肉畜、食肉、鶏卵、食鳥の流通段階ごとの取引量及

び価格を明らかにし、需給調整及び流通改善対策等の

基礎資料とする。

　イ　調査対象と調査方法

　畜産物流通統計調査は、食肉流通統計調査、鶏卵流

通統計調査及び食鳥流通統計調査に区分される。

　食肉流通統計調査は、子牛市場価格調査、と畜場調

査及び食肉卸売市場調査からなり、子牛市場価格調査

は主要な家畜市場を対象に取引頭数、価額及び価格等

を、と畜場調査は全国のと畜場を対象にと畜頭数及び

枝肉重量等を、食肉卸売市場調査は全国の食肉中央卸

売市場等を対象に枝肉取引成立頭数、重量、価額及び

価格等を職員による聞き取り等により調査した。

　鶏卵流通統計調査は、全国の鶏卵集出荷機関を対象

に鶏卵生産量、集荷量、仕向先別出荷量等を職員によ

る聞き取り等により調査した。

　食鳥流通統計調査は、全国の食鳥処理場を対象に集

荷戸数、集荷量、製品生産量等を職員による聞き取り

等により調査した。

　ウ　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「畜産物流通統計」とし

て刊行した。

�　水産物流通統計調査

　ア　消費地水産物流通調査

　�　調査の目的

　水産物の主要な消費地卸売市場における卸売数量及

び価額を調査し、水産物需給計画、価格安定対策等の

基礎資料とする。

　�　調査対象と調査方法

　消費地水産物流通調査は、主要な都市に所在する中

央卸売市場の卸売業者を対象に品目別の卸売数量及び

価額について調査客体の申告又は面接等により調査し

た。

　�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「水産物流通統計年報」

として刊行した。

　イ　冷蔵水産物流通調査

　�　調査の目的

　水産物の全国の主要な冷凍・冷蔵工場における入出

庫量及び在庫量等を調査し、水産物需給計画、価格安

定対策等の基礎資料とする。

　�　調査対象と調査方法

　全国の主要な産地、消費地の主な冷凍・冷蔵工場を

対象に品目別の月間入（出）庫量、月末在庫量につい

て調査客体の申告又は郵送調査等により調査した。

　�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「水産物流通統計年報」

として刊行した。

　ウ　産地水産物流通調査

　�　調査の目的

　水産物の主要産地における水揚量、価額及び出荷量

を調査し、水産物需給計画、価格安定対策等の基礎資

料とする。

　�　調査対象と調査方法

　調査は、水揚量・価格調査、年間市場価格調査及び

水産物流通形態別調査に分かれる。

　水揚量・価格調査及び年間市場価格調査は、全国の

主要な産地の卸売業者等を対象に、品目別の水揚量及

び価額について調査客体の申告又は面接聞き取りの方

法等により調査した。

　水産物流通形態別調査は、産地仲卸業者、産地出荷

業者及び漁業協同組合等を対象に用途別出荷量、仕向

先別出荷量、活魚出荷量等について調査客体の申告又

は面接聞き取り等により調査した。

　�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「水産物流通統計年報」

として刊行した。

４　価格形成調査

食品流通段階別価格形成追跡調査

�　調査の目的

　食品の生産又は輸入から消費に至るまでの各流通段

階における価格形成の実態を把握し、食品の流通改善

及び価格安定対策の推進等の基礎資料とする。

�　調査対象と調査方法

　東京都区部及び大阪市の小売店舗・食材卸問屋にお

いて販売された主要青果物・水産物について、その流

通経路をそ及して流通段階別価格を把握することとし、

該当する流通当事者を対象として面接聞き取り、関係
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諸帳簿の閲覧により調査した。

�　調査結果の公表

　調査結果は、「青果物価格追跡レポート」及び「水産

物価格追跡レポート」として各々年２回ずつ刊行した。

５　花き流通統計調査

花き卸売市場調査

�　調査の目的

　花き卸売市場における卸売数量及び価額を調査し、

流通改善対策、価格安定対策等の基礎資料とする。

�　調査対象と調査方法

　調査は、全国の花き卸売会社を対象に、品目別の卸

売数量及び価額を職員による聞き取りにより調査した。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「花き流通統計調査報告」

として刊行した。

６　食品ロス統計調査

�　調査の目的

　食品産業及び家庭における可食食料の廃棄の実態を

把握し、食品の食べ残し・廃棄の抑制や食料自給率の

目標の策定、「食生活の見直しに向けた運動の展開」等

に基づく施策の推進等の基礎資料とする。

�　調査対象と調査方法

　調査対象は、全国の食品製造業、食品卸売業、食品

小売業、外食産業及び世帯を対象とし、調査方法は食

品製造業、食品卸売業及び食品小売業については、出

張所職員による関係資料からの閲覧及び調査客体の記

帳により調査票の作成（自計申告）、外食産業について

は、出張所職員の実測、世帯員については、調査客体

が実測、記帳により調査票を作成する方法により調査

した。

�　調査結果の公表

　調査結果は、その概要を「農林水産統計速報」とし

て公表するとともに、詳細を「食品ロス統計調査報告」

として刊行した。

第８節　国　際　統　計

１　国際協力

　世界の食料需給及び貿易の安定化を推進する上で重

要な開発途上国における農林水産統計整備のための、

二国間・多国間の国際協力を行っている。

２　統計編さん

�　国際農林水産統計

　海外諸国の農林水産業の動向について、FAO等国

際機関の統計資料を中心に、主要な海外諸国の経済概

況、農林水産物の生産・貿易等に関する統計を収集・

編集し提供を行っている。

�　ABSTRACT  OF STATISTICS ON AGRICULTURE,

        FORESTRY AND FISHERIES IN JAPAN

　我が国の農林水産業の動向を海外に紹介するため、

主要統計を英文で収録し提供を行っている。

３　農林水産物貿易統計

　財務省が公表している「貿易統計」から農林水産物

を抽出し、これをもとに我が国の農林水産物の輸出入

の状況を取りまとめている。
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