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第１節　農林水産研究開発の

推進状況　

１　農林水産技術会議の運営

⑴　農林水産技術会議の審議状況

　農林水産技術会議は、国家行政組織法の特別の機関

として農林水産省に設置されており、試験研究の基本

的計画の企画・立案、農林水産省の試験研究機関及び

農林水産省所管の独立行政法人の行う試験研究の調整、

状況及び成果の調査、都道府県その他の者の行う試験

研究に対する助成、試験研究と行政部局の掌握する事

務との連絡調整等を行っている。

　平成13年度においては、農林水産技術会議は計10回

開催され、農林水産試験研究に係る重要課題について

の報告・検討が行われた（表１参照）。

⑵　農林水産技術会議事務局の概況

　平成13年度の主要施策は以下のとおりである。

・現場を支える技術開発の強化を図るため、麦、大豆

等の新品種の育成、品種特性を安定的に発揮させる栽

培技術及び高度輪作体系確立のための技術の開発を一

体的・効率的に推進した。

・基礎的・先端的研究の強化を図るため、イネ・ゲノ

ムの塩基配列の解読、有用遺伝子の単離・機能解明を

引き続き実施するとともに、タンパク質の立体構造解

析・相互作用解析等を通じた機能推定技術に関する研

究、ゲノム情報を活用した品種改良等を推進した。ま

た、家畜及び昆虫について高密度遺伝地図を作製し、

有用遺伝子の単離・機能解明を行った。その他、豊か

で健康な食生活と安心して暮らせる生活環境の実現に

資するため、地域資源を有効活用した高機能・高品質

食品の開発等の新事業創出が期待される研究開発等を

実施した。

・環境研究の強化を図るため、農林業に由来する廃棄

物からのバイオマスエネルギー実用化技術の開発を実

施するとともに、有機性資源の革新的適正処理技術及

びリサイクル技術開発等を行った。また、農林水産業

における内分泌かく乱物質の影響実態の把握、環境中

での動態解明、生物の作用機構の解明、同物質の分解・

無毒化等による影響防止技術の開発等を行った。その

他、地球温暖化の環境変動に伴う食料変動予測手法の

開発等を行った。

・研究成果の実用化と民間研究を促進するため、共同

研究を通じて独立行政法人と民間がそれぞれ有する研

究成果と開発能力を相互に活かすため、双方が研究課

題を提示し相手先を広く募集する仕組みによる産学官

連携のための研究を行った。また、独立行政法人との

連携の下に民間の研究開発能力を活用した実用技術の

開発を推進した。

表１　農林水産技術会議の審議状況

回　数　開催年月日　　　　　　議　題　等

　　1　　 13.4.17　　　・ 今後の農林水産技術会議の運

営について

　　　　　　　　　　　・研究評価等について

　　　　　　　　　　　・ 組換え体利用専門委員会の検討

状況について

　　　　　　　　　　　・ 科学技術基本計画の決定及び今

後の対応について

　　2　　 13.5.25　　　・ 平成14年度予算要求について

　　　　　　　　　　　・ 『農林水産　研究開発レポート』

の作成及び公表の進め方につい

て

　　　　　　　　　　　・ 政策評価（実績評価）について

　　　　　　　　　　　・ イネゲノム研究推進の今後のあ

り方について

　　3　　 13.6.18　　　・ プロジェクト研究の中間評価

について

　　　　　　　　　　　・ 農林水産政策研究所研究基本計

画の策定について

　　　　　　　　　　　・広報活動の強化について

　　　　　　　　　　　・ 今後の森林・林業・木材産業分

野の研究開発に係る予算要求に

ついて

　　　　　　　　　　　・ 平成14年度水産関係予算検討状

況（科学技術関係予算）

　　4　　 13.7.17　　　・ 平成13年度政策評価の目標数
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値設定について

　　　　　　　　　　　・ 「農林水産分野等における組換

え体の利用のための指針」に基

づく確認について

　　　　　　　　　　　・ 経済財政諮問会議における検討

状況について

　　　　　　　　　　　・ 平成14年度の科学技術に関する

予算、人材等の資源配分方針に

ついて

　　　　　　　　　　　・科学技術振興調整費について

　　5　　 13.9.18　　　・ 平成14年度科学技術関係予算

概算要求について

　　　　　　　　　　　・ イネゲノム研究有識者懇談会の

報告について

　　　　　　　　　　　・ 『農林水産　研究開発レポート』

（麦関係）について

　　6　　 13.10.29　　 ・ 平成14年度予算及び13年度補

正予算について

　　　　　　　　　　　・ 平成14年度プロジェクト研究課

題のプレ事前評価の結果につい

て

　　　　　　　　　　　・ 東北地域及び岩手県における農

林水産試験研究の取組みについ

て

　　　　　　　　　　　・ 新事業創出研究開発事業（地域

型）の東北地域での取組みにつ

いて

　　7　　 13.11.20　　 ・研究制度別評価について

　　　　　　　　　　　・ 組換え体利用専門委員会の検討

結果について

　　　　　　　　　　　・ 『農林水産　研究開発レポート』

（イネゲノム関係）について

　　　　　　　　　　　・ 「植物遺伝資源に関する国際条

約」について

　　　　　　　　　　　・ 総合科学技術会議をめぐる状況

について

　　8　　 14.2.22　　　・ 科学技術関係予算要求（平成

14年度当初及び平成13年度第

２次補正）の概要について

　　　　　　　　　　　・ 特殊法人等整理合理化計画につ

いて

　　　　　　　　　　　・ 「遺伝子組み換え農作物を市民

が考える会議」における市民の

提案について

　　9　　 14.2.19　　　・ 平成14年度の農林水産技術会

議の重点事項について

　　　　　　　　　　　・ 研究評価制度をめぐる事情につ

いて

　　　　　　　　　　　・ 独立行政法人の運営状況につい

て

　　　　　　　　　　　・研究成果等の取扱について

　　10　　14.3.19　　　・システム改革の検討について

　　　　　　　　　　　・ 研究開発レポート（家畜排せつ

物処理・利用技術の高度化）に

ついて

　　　　　　　　　　　・ 平成14年度農林水産技術会議審

議計画について

　　　　　　　　　　　・ 政策評価法に基づく基本計画及

び平成14年度実施計画について

　　　　　　　　　　　・国際研究の推進について

　　　　　　　　　　　・ BSE研究の現状と課題につい

て

２　農林水産研究開発の戦略的推進

⑴　農林水産研究・技術開発戦略の策定

 （平成13年４月農林水産技術会議事務局策定）

　食料・農業・農村基本計画においては、研究開発の

効率的な推進を図るため、技術の研究開発の目標を明

確化し、これに基づき具体的な技術の確立に向けた戦

略を定めることとしている。

　このため、農林水産技術会議事務局をはじめとする

関係部局では、食料・農業・農村基本計画等に沿って、

我が国の農林水産業等に係る研究・技術開発全体の目

標について今後10年間を見通して示した農林水産研究

基本目標を達成するため、農業・農業機械・林業・水

産の各分野ごとに、具体的な達成目標水準と推進方策

を明確化した「農林水産研究・技術開発戦略」を策定

した。

　本戦略の内容は、研究・技術開発の現状と食料・農

業・農村基本計画に盛り込まれた政策課題等を踏まえ、

①今後の研究・技術開発の推進方向、②推進方向に基

づく重点課題と今後５年間及び10年間で達成すべき具

体的目標水準、③効率的・効果的な推進方策について

整理している。

　このうち、農業分野の研究・技術開発については、

具体的には、①品種改良、栽培技術の改善等の現場に

直結する技術開発、②ゲノム研究に代表されるバイオ

テクノロジー等の基礎的・先端的研究を重点に、積極

的に研究開発を推進することとしている。

⑵　総合科学技術会議との連携

　総合科学技術会議は、我が国全体の総合的な科学技
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術推進の司令塔として、科学技術政策の企画、立案及

び総合調整機能を充実する観点から、平成13年１月、

内閣府に設置された。

　総合科学技術会議においては、科学技術の戦略的推

進やシステム改革を具体的に進める観点に立って、「第

２期科学技術基本計画」の答申、「平成14年度科学技

術に関する予算、人材等の資源配分の方針」及び「分

野別推進戦略」の策定、「国の研究開発評価に関する

大綱的指針」の改訂等を通じ、その機能を積極的に発

揮している。

　農林水産省では、平成13年度において、資源配分の

方針等に沿って、農林水産研究開発予算を重点化する

等総合科学技術会議が示す方針に的確に対応し、農林

水産研究開発の効率的な推進を図った。

３　研究開発体制の整備

⑴　農林水産関係試験研究独立行政法人の整備

　ア　組織再編

　平成13年４月、中央省庁等改革の一環として、食料・

農業・農村基本法に盛られた農業施策に的確に対応す

るため、農林水産業関係の国立試験研究機関（29機関）

は、予算や人員配置の面で柔軟で機動的な運営を行う

ことができる独立行政法人（８法人、１国研）に移行

した。

　農林水産技術会議事務局は、このうち農業関係の独

立行政法人（６法人）の事務を行うこととなり、７課

３室１事務所の体制に整備された。

　イ　中期目標策定

　平成11年７月に制定された「食料・農業・農村基本

法」及びその理念や施策の基本方向を具体化した「食

料・農業・農村基本計画」並びに平成11年11月に策定

された「農林水産研究基本目標」に示された研究開発

を推進するため、主務大臣が決定・公表する今後５年

間に達成すべき各独立行政法人の研究開発重点課題が

盛り込まれた中期目標が策定された。

　この中期目標に沿って、各独立行政法人では、目標

達成のため、中期計画をたて研究開発を積極的に推進

することとしている。

　なお、農業関係６独立行政法人における平成13年度

の取組は以下の通りである。

　１）農業技術研究機構

 〔運営費交付金　38,005百万円〕

　①稲、麦、大豆等における実需者ニーズに応じた品

種の育成、高品質栽培技術の開発及び環境保全型農業

生産技術の開発、②野菜・茶の機械化栽培適性、果樹

の高機能及び花きの高品質等を有する品種育成並びに

環境保全型や低コスト・安定生産栽培技術の開発、③

生産性向上のための優良家畜生産技術の高度化や家畜

排せつ物処理・利用技術、国際重要伝染病の侵入・蔓

延防止技術等の研究、④地域農業振興のための総合研

究及び地域農業革新のための基礎的・先導的技術開発

研究を推進した。

　２）農業生物資源研究所

 〔運営費交付金　8,011百万円〕

　①ゲノム生物学等を利用した生命科学研究、②農林

水産業の飛躍的発展を目指した革新技術の開発、③新

産業の創出を目指した研究、④バイオテクノロジーを

支える基盤技術の開発を推進するとともに、⑤農業生

物資源ジーンバンク事業を実施し、動植物・微生物遺

伝資源及びDNAの収集、特性評価、保存・増殖、配布、

情報管理を通して、育種並びに農業研究を支援し、遺

伝資源の保全と利用に関する研究を推進した。

　３）（独）農業環境技術研究所

 〔運営費交付金　3,571百万円〕

　①農業生態系の持つ自然循環機能に基づいた食料と

環境の安全性の確保、②地球規模での環境変動が農業

生態系との相互作用の解明、③生態学環境科学研究に

係る基礎的・基盤的研究等を行った。

　４）（独）農業工学研究所

 〔運営費交付金　2,193百万円〕

　①農業・農村の有する多面的機能の解明・評価、②

生産基盤の整備・管理技術の開発、③農村の活性化手

法と生活環境整備手法の開発等に関する研究を行った。

　５）（独）食品総合研究所

 〔運営費交付金　2,490百万円〕

　①食品の機能性の解明と利用技術の開発、②食品の

安全性確保・品質保証技術の開発、③食品の表示制度

に対応した分析技術の高度化、④食品の利用技術開発

及び製造技術の高度化、⑤微生物・酵素の高度化利用

技術の開発等に関する研究を行った。

　６）（独）国際農林水産業研究センター

 〔運営費交付金　3,439万円〕

　①世界の食料需給の動向解析と共同研究に係わる総

合戦略の策定、②開発途上地域における食料・環境に

係わる地域特性及び発展方向の解明、③開発途上地域

における農林水産物の環境に調和した持続的生産技術

の改良・開発、④開発途上地域における農林水産物の

品質評価・流通・加工技術の改良・開発、⑤開発途上

地域における遺伝資源及び生物機能の解明と利用技術

の開発、⑥開発途上地域における環境資源の特性評価

と生物多様性の解明、⑦沖縄における研究等を行った。
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⑵　施　設　整　備

　ア　筑波事務所

　農業試験研究独立行政法人が研究等を遂行するうえ

で必要な共同利用施設（当初予算７億7,752万円、第

２次補正予算（緊急対応プログラム）17億7,622万円）

の整備を行った。

　イ　省庁別宿舎

　独立行政法人の役職員に貸与している省庁別宿舎

（当初予算8,431万円）の整備を行った。

　ウ　独立行政法人

　農業試験研究独立行政法人が行う試験研究の飛躍的

な推進のための基盤となる施設及び法令により改修が

義務づけられた施設等について、計画的かつ確実な整

備を行った。

　⒜　施設整備費補助金

　先端的、総合的研究開発推進のため、当初予算16

億8,913万円、第１次補正予算（改革先行プログラム）

15億1,733万円の施設整備を行った。

　⒝　施設整備資金貸付金

　先端技術開発の加速のため、第２次補正予算（緊急

対応プログラム）148億1,363万円の施設整備を行った。

⑶　職員の資質向上施策

　ア　Ⅰ種試験採用者専門研修（研究職コース）

　試験研究関係独立行政法人のⅠ種試験採用者（研究

職員）等に対し、研究の現状等に関する知識を付与す

ることにより、今後の研究業務の円滑な運営を図るた

め実施している。

　平成13年度は56名が受講した。

　イ　農学情報機能部門研修

　試験研究関係独立行政法人の研究職員等に対し、試

験研究推進上重要な役割を果たす研究情報の処理に必

要な知識と技術を修得させ、研究の効率化を図るため

実施している。

　平成13年度は17名が受講した。

　ウ　数理統計短期集合研修

　試験研究関係独立行政法人の研究職員に対し、数理

統計解析手法を習熟させ、研究員の資質の向上、特に

基礎学力の向上を図り、今後の試験研究の効率的推進

を図るため実施している。

　平成13年度は33名が受講した。

　エ　ほ場管理職員研修

　試験研究関係独立行政法人における農業機械、施設

の保守管理及び安全利用技術の習得を目的として、業

務科等の職員を対象に、実習を中心にした研修を実施

している。

　平成13年度は飼料機械化研修（10名）、高性能農業

機械整備技術研修（19名）、農業機械安全基本研修（12

名）を農業技術研修館で実施した。

　オ　農業中核研究員養成研修

　都道府県において、総合的な試験研究の企画・立案

及びその推進業務と研究成果の普及への受け渡し業務

を円滑に推進するための高い資質を有する研究者を確

保するため、都道府県農業関係試験研究機関の研究員

を対象に、実施している。

　平成13年度は71名が受講した。

４　研究開発の評価

⑴　評価制度の整備

　農林水産技術会議では、昭和40年に研究レビュー制

度を創設して以来、試験研究機関の評価、プロジェク

ト研究課題評価を行ってきたが、平成13年度からは、

政策評価制度の導入及び国立試験研究機関の独立行政

法人化等の状況を踏まえ、これまでの研究評価の体制

を一新し、「農林水産省における研究・技術開発の政

策評価に関する指針」（平成13年４月17日農林水産技

術会議決定）を策定し、新たな評価体系をスタートさ

せた。

　新たな評価体系では、①実績評価、②事業評価、③

独立行政法人評価委員会による法人の業務実績に関す

る評価、を基本として実施することとしている。

　ア　実績評価

　農林水産省では、他省庁に先駆け平成12年度から、

主要施策のすべてについて、５年後の数値目標を設定

し、定量的目標の設定に基づく達成度評価を実施して

いる。研究・技術開発に関しては、「新たな農政の展

開方向に即した技術開発の推進」を政策分野として、

ア．「普及に移しうる成果」及び「実用化しうる技術」

の数、イ．研究員一人当たりの主要学会等掲載論文数、

ウ．特許出願数、新品種命名登録等の数の３つの指標

により達成度を評価している。

　イ　事業評価

　農林水産技術会議が、以下の評価及び評価手法の高

度化に向けた調査を実施する。

　なお、これらの評価については、農林水産技術会議

の下に、評価専門委員会を設置し、評価審議すること

としている。

　１）研究分野別評価

　食料・農業・農村基本計画等に基づき策定された農

林水産研究・技術開発戦略に沿って、土地利用型研究、

ゲノム等先端研究、環境研究等の９つの主要研究分野

ごとに、研究実施主体が行う研究・技術開発の実施状

況を把握し、評価を実施する。
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　２）研究制度別評価

　産学官の連携、競争的環境の整備、若手研究者の育

成や流動性の促進等、研究システムに係る各種制度（事

業）を対象として、これら制度の効率的かつ効果的に

研究を推進するための評価を実施する。

　３）プロジェクト研究等評価

　研究の重要性、研究の達成度、研究成果のインパク

ト等の項目に着目し、個々のプロジェクト研究等の評

価を実施する。

　この他、研究によって開発された主要な技術のうち、

研究終了後一定期間経過したものについて、その波及

効果の把握及び評価手法の確立を図るため、フォロー

アップ調査を実施する。

　ウ　独立行政法人の評価

　国立試験研究機関の独立行政法人化により、これま

で農林水産技術会議において独自に実施してきた試験

研究機関の評価（研究レビュー）は、12年度で終了し、

13年度からは、独立行政法人通則法に基づき、独立行

政法人評価委員会による独立行政法人の業務実績に関

する評価が実施される。

　なお、平成14年４月に施行される「行政機関が行う

政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号）及

び平成13年11月に見直しが行われた「国の研究開発評

価に関する大綱的指針」（平成13年11月28日内閣総理

大臣決定）に沿って、評価体系を再度見直し、更に公

正さと透明性を確保しつつ、的確な評価に努めていく

必要がある。

⑵　評価実績の概要

　ア　実績評価

　平成13年度においては、平成12年度の実績の評価を

行ったところ、「普及に移しうる成果」等３つの指標

の目標値を概ね達成しており、達成ランクはすべてＡ

となった。なお、評価結果は、平成13年７月14日に公

表されている。

　イ　事業評価

　１）研究分野別評価

　平成13年度においては、研究分野別評価の評価手法

を策定することを目的とし、ゲノム等先端分野を例と

し、評価専門委員会を１回、分野別分科会の合同会議

を１回、ゲノム等先端分野分科会を１回開催した。な

お、評価手法については平成14年度に確定する予定で

ある。

　２）研究制度評価

　平成13年度においては、評価専門委員会を３回開催

し、出融資事業を対象として評価を実施した。なお、

評価結果については、平成13年11月に公表した。

　３）プロジェクト研究等評価

　平成13年度においては、平成14年度予算要求に係る

プレ事前評価を８月～９月に実施するとともに、プロ

ジェクト研究毎に事前評価、中間評価、毎年度評価、

プレ終了評価及び終了評価に係るプロジェクト研究等

評価会を２月～３月に開催した。

　ウ　独立行政法人の評価

　平成13年度においては、独立行政法人農業技術分科

会を３回、各独立行政法人における現地調査を１回、

評価基準検討小委員会を２回開催し、農業技術分野の

独立行政法人の評価基準の策定等を行った。

５　先端技術の安全性確保のための取組

　遺伝子組換え等先端技術は、物質生産及び食料・環

境問題の解決に貢献する技術として世界的に大きな期

待が寄せられているが、その成果を実用化し、社会に

還元していくためには、安全性と国民の安心を確保す

ることが必須である。このため、次のような施策を実

施した。

　また、2000年に採択された「バイオセイフティに関

するカルタヘナ議定書」に整合的な国内措置の整備に

向けた検討を行うため、農林水産技術会議事務局長の

私的懇談会として「遺伝子組換え農作物等の環境リス

ク管理に関する懇談会」を平成13年11月20日に設置し

た。

　⑴　「農林水産分野等における組換え体の利用の

　　　ための指針」に基づく確認

　遺伝子組換え体の開発・実用化が進展してきたこと

に伴い、遺伝子組換え体の利用に係る環境安全性の確

保と農林水産分野等の健全な発展に資することを目的

として、平成元年４月に「農林水産分野等における組

換え体の利用のための指針（以下、指針）」を制定し

ている。この指針に基づき、組換え植物、組換え微生

物、組換え実験小動物、組換え生ワクチンの４分野に

おける環境安全性の審査を行い、平成12年度までに組

換え植物54件、組換え微生物25件、組換え実験小動物

26件の環境安全性を確認している。13年度においては、

組換え植物７件の環境安全性を確認した。

⑵　国民の理解の増進

　平成７年度から「バイオテクノロジー PA対策推進

事業」（平成13年度予算額4,7百万円）において、遺伝

子組換え技術等バイオテクノロジーの内容、有用性、

必要性、安全性、開発・実用化状況等に関して正しい

理解の促進を図るため、①体験研修、②シンポジウム

や展示会、③パンフレットやビデオの作成・配布、④

ホームページを通じた情報提供などを実施した。
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　また、遺伝子組換え農作物・食品に関する消費者の

懸念や行政に対する要望等に対応するための取組とし

て実施している「市民からの提案に対応する調査研究」

（平成12年度～）において、公募により選出した一般

市民をパネリストとし、遺伝子組換え技術・農作物等

について専門家から説明を受けた後、市民パネリスト

自らが議論し、提案をまとめる方式の会議を開催、取

りまとめられた「市民の考えと提案」を踏まえた調査

研究を実施した。

６　研究開発基盤の整備

⑴　農林水産研究計算センター

　農林水産研究計算センター（以下「計算センター」

という。）は、昭和53年に農林水産業に係る試験研究

の効率化推進を支援するため、農林水産省試験研究機

関の共同利用施設として農林水産技術会議事務局筑波

事務所に設置された。

　以降、ユーザがいつでも、どこからでも利用できる

こと、また、迅速かつ正確に科学技術計算や農林水産

研究技術情報の検索サービス・提供ができることを目

標として整備を進めてきた。

　また、計算センターでは、農林水産省研究ネットワー

ク（MAFFIN）を運営し、農林水産省試験研究機関

及び農林水産省が所管する独立行政法人を始め、農

林水産省の行政部局や公立農林水産試験研究機関との

ネットワーク接続を行い、農林水産研究情報のインフ

ラ整備を推進している。

⑵　農林水産研究情報センター

　農林水産研究情報センターは、国内外の試験研究情

報を広域的に収集し、図書館としての利用に供すると

ともに、収集した文献情報をコンピュータ処理し、利

用者に迅速かつ的確に提供することを目的として昭和

53年10月農林水産技術会議事務局筑波事務所に設置さ

れた。昭和59年４月には、国立国会図書館支部農林水

産省図書館農林水産技術会議事務局筑波事務所分館と

なった。

　主要業務は収書・整理、各種サービス、預託図書（デ

ポジット）の受入・管理、コンピュータによる情報の

加工・処理・提供等である。

　ア　収　　　　　書

　図書の受入れは、預託図書及び国立国会図書館から

の受入れを含め7,374冊であった。平成13年度末にお

ける蔵書は152,975冊となった。

　イ　利用及び提供

　平成13年度の来館者数は1,123人、貸出冊数は1,420

冊であった。農林水産関係試験研究機関に対して行っ

ている外国雑誌のコンテンツサービスは、102誌であっ

た。また、文献複写サービスは4,095件、レファレン

スサービスは1,103件であった。

　ウ　情報の処理加工・提供

　農林水産省試験研究機関及び農林水産省が所管す

る独立行政法人で実施している研究課題情報のデー

タベース「RECRAS」及び研究成果情報データベー

スを作成し、また、国内の農林水産関係文献情報を索

引誌「日本農学文献記事索引」として刊行（平成13年

度末発行号にて終刊）するとともに、データベース

「JASI」を作成している。

　FAOが世界の農林水産関係科学技術文献情報を迅

速に世界各国間に流通させることを目的として作成し

ているデータベース「AGRIS」に対し、我が国のイ

ンプットセンターとして国内の文献情報を提供し、世

界の情報を一元化したAGRISとして入手している。

　平成13年度末、提供しているデータベースの種別は

文献情報⑼、研究課題情報、研究成果情報、WWWディ

レクトリ情報、書誌所在情報で、インターネットを利

用してサービスしている。

７　研究交流の推進・研究開発成果の広報等

⑴　農林交流センター

　農林交流センターは、産・学・官の連携を強化し、

研究を拡充し、さらには国際的な交流を図るため、筑

波農林研究団地内に設立され、平成元年８月よりその

運営を開始している。

　平成13年度には、２課題の産・学・官の共同研究を

実施した。

　また、内外の著名な研究者を講師とした「生物産業

技術交流セミナー」、「ワークショップ」等、26回のセ

ミナー、シンポジウム、研究会等を開催した。この他、

各種の研修、講習会、交流会等も開催した。

　これら農林交流センターの利用者は民間企業、大学、

研究所、国及び都道府県の研究者等延べ1,792名であっ

た。さらに、農林交流センターでは「農林交流センター

ニュース」を発刊し、農林交流センターで開催される

セミナー、研究会等の案内を行うとともに、研究者の

海外における活躍、研究トピックス等を各方面に提供

し、通算328号まで発行した。

　また、筑波農林研究団地の試験研究を行う独立行政

法人と協力し、筑波研究学園都市記者会へ研究成果等

の発表を12回実施した。

　このほか、国内・海外研修生及び交流研究員宿泊施

設を利用して、各種の研究交流、研修及び会議の実施

を支援しており、平成13年度には、国内関係で56,151
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人、海外関係で延べ18,621人の宿泊があった。

　また、農林研究団地内に滞在している外国人研究者

の生活支援のためのコンサルタント事業（相談件数

825件）、語学研修事業（参加者80名）、国際交流事業（年

１回、参加者194名）を実施した。

⑵　㈳農林水産技術情報協会

　社団法人農林水産技術情報協会は、国、独立行政法

人、都道府県、民間等の試験研究機関と広く連携を保

ちつつ、試験研究・技術開発に関する情報交流及び調

査、技術開発、研究成果の移転並びに研究交流に対す

る支援、印刷物の刊行等を行うことにより農林水産技

術の普及・向上を図ることを目的として、昭和52年に

設立された公益法人である。

　平成13年度は、民間企業の技術開発動向調査、独立

行政法人と民間との橋渡しを行うコーディネーターの

設置等による特許の民間への移転、試験研究及び技術

開発に関する情報発信等を行う「農林水産技術調査及

び研究成果移転促進事業」、昆虫の特異的機能物質の

生産等の実用化を図る「昆虫機能・素材の高度利用技

術開発事業」等を実施するため、２億8,137万円を助

成した。

⑶　㈳農林水産先端技術産業振興センター

　㈳農林水産先端技術産業振興センター（略称：

STAFF）は、幅広い分野の企業・団体等が集まり、

異業種間の交流と産学官の連携を図りながら、農林水

産・食品分野におけるバイオテクノロジー等先端技術

の研究開発と産業化の促進に関する事業を実施するた

め、平成２年10月16日に設置された。

　その事業の内容は、①先端技術の研究開発と産業化

に関する実効性のある政策提言、②農林水産省の支援

による先端技術の研究開発プログラム等の企画立案・

実施、③公的機関との連携による技術・製品の試験評

価とパブリック・アクセプタンス確保等に係る普及啓

蒙、④企業・団体等異業種間の交流促進等である。

　平成13年度においてはバイオテクノロジー PA活動

を推進するなど、委託（予算額８億2,822万９千円）、

助成（予算額１億89万円）を行った。

⑷　研究成果発表・刊行物等

　ア　研究活動調査

　農林水産関係試験研究機関における研究活動の実態

を把握するため、国公立農林水産試験研究機関の人員、

資金及び国に係る農林水産試験研究の実施状況等を調

査した。

　また、国立農林水産試験研究機関別の試験研究の概

要、国公立農林水産関係試験研究機関の試験研究課題

及び試験研究業績並びに国の助成に係る都道府県等の

試験研究の概要を調査した。

　イ　海　外　調　査

　農林水産分野で緊急度が高く国内で把握困難な事項

について、海外の先進地で技術開発及び研究動向を的

確に把握し、我が国の農林水産関係試験研究の効率的

な推進に資するため、海外の先進事例を調査している。

　平成13年度は、①ヨーロッパにおける遺伝子組換え

作物を利用した有用物質生産システム構築に関する研

究の現状調査（オランダ、ベルギー、フランス、スイス）

②ヨーロッパにおけるBSE研究の現状調査（スイス、

フランス、イギリス）を実施した。

　ウ　広　報　活　動

　１）月刊技術会議

　これまでの研究成果の広報を中心とした「技術会議

だより」を廃刊し、新たに技術会議の審議事項や技術

政策関連の広報誌としての「月刊技術会議」を７月よ

り創刊した。

　「月刊技術会議」においては、技術会議委員等の巻

頭言やエッセイをはじめ、技術会議の審議内容の報告、

委託プロジェクト研究の紹介、総合科学技術会議の動

向、局内各課の行事予定、記者発表事項等を掲載し、

平成13年度においては、NO.１～９を刊行した。

　２）研究開発レポート

　農林水産技術会議が監修し、技術政策上重要な課題

を取り上げ、背景・経緯、研究開発の内容と成果、解

決すべき研究課題と今後の取組方向等の内容を平易に

解説した「農林水産研究開発レポート」を創刊した。

　平成13年度においては、「麦の高品質化を目指して」

「イネゲノム情報を読む」「循環する資源としての家畜

排せつ物」のNO.１～３を刊行した。

　３）研究成果シリーズ

　農林水産技術会議が推進した特別研究及び２以上の

試験研究機関が共同で推進したその他の農林水産関係

試験研究の最新の成果を取りまとめ、「研究成果シリー

ズ」（No.377～ 393）を刊行した。

　４）研究成果選シリーズ

　国公立農林水産関係試験研究機関から提出された研

究成果のうち、広汎に適用できる成果を取りまとめ、

「研究成果選シリーズ（平成12年度）」を刊行した。

　５）農林水産研究文献解題

　農林水産業に関する主要な技術的課題について既往

の試験研究文献を収集、整理、解説し、これらの研究

業績を広く将来にわたって伝達することを目的に作成

しているもので、平成13年度は「大豆」を刊行した。

　エ　農林水産業に関する研究成果発表会

　試験研究における成果を広く行政部局、関係団体等

－ 246 － － 247 －
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に紹介するとともに、これら関係者からの提言を試験

研究に反映させるため、農林水産業研究成果発表会を

昭和42年度から実施しているが、平成13年度は次のと

おり開催した。

　１）中央研究成果発表会

　平成14年３月27日、JAホール（千代田区大手町）

において「21世紀の農林水産技術を展望するシンポジ

ウム～循環型社会に対応した農林水産業の構築を目指

して－自然循環機能の維持増進－～」と題し、シンポ

ジウム形式での発表を行った。

　２）地域研究成果発表会

　平成13年度の地域研究成果発表会を次のとおり行っ

た。

⑸　新品種命名登録

　育種研究の成果である農作物品種の速やかな普及に

資するため、「農業試験研究独立行政法人等育成農作

物新品種命名登録要綱」（平成13年４月17日付12農会

第3072号農林水産事務次官依命通知）に基づき、平成

13年度は19作物41品種を命名、登録及び公表した。

　これらの命名登録品種の品種名、登録番号は次のと

おりである。

　（水稲）

エルジーシー１　　　　（水稲農林372号）

たきたて　　　　　　　（水稲農林373号）

春陽　　　　　　　　　（水稲農林374号）

シルキーパール　　　　（水稲農林375号）

あやひめ　　　　　　　（水稲農林376号）

朝つゆ　　　　　　　　（水稲農林377号）

クサホナミ　　　　　　（水稲農林378号）

ホシアオバ　　　　　　（水稲農林379号）

クサノホシ　　　　　　（水稲農林380号）

　（小麦）

ハルイブキ　　　　　　（小麦農林153号）

ユメセイキ　　　　　　（小麦農林154号）

　（裸麦）

マンテンボシ　　　　　（裸麦農林33号）

　（かんしょ）

タマオトメ　　　　　　（かんしょ農林53号）

ムラサキマサリ　　　　（かんしょ農林54号）

べにまさり　　　　　　（かんしょ農林55号）

パープルスイートロード　（かんしょ農林56号）

　（だいず）

サチユタカ　　　　　　（だいず農林116号）

ゆめみのり　　　　　　（だいず農林117号）

ユキホマレ　　　　　　（だいず農林118号）

すずこまち　　　　　　（だいず農林119号）

　（あずき）

とよみ大納言　　　　　（あずき農林13号）

ときあかり　　　　　　（あずき農林14号）

　（アマランサス）

ニューアステカ　　　　（アマランサス農林１号）

　（さとうきび）

Ｎｉ15　　　　　　　　（さとうきび農林15号）

　（すいか）

姫しずか　　　　　　　（すいか農林交１号）

ＫＷＭＰ－１　　　　　（すいか農林交親２号）

ＫＷＭＰ－２　　　　　（すいか農林交親３号）

　（みかん）

はれひめ　　　　　　　（みかん農林14号）

　（もも）

白秋　　　　　　　　　（もも農林24号）

　（くり）

秋峰　　　　　　　　　（くり農林７号）

　（パインアップル）

サマーゴールド　　　　（パインアップル農林３号）

ゆがふ　　　　　　　　（パインアップル農林４号）

　（オーチャードグラス）

ハルジマン　　　　　　（オーチャードグラス農林合９号）

　（ハイブリッドライグラス）

ハイフローラ　　　　　（ハイブリッドライグラス農林１号）

　（アルファルファ）

ネオタチワカバ　　　　（アルファルファ農林７号）

　（アカクローバ）

ナツユウ　　　　　　　（アカクローバ農林５号）
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　地　域　　期　　日　 開催地　　　 発 表 課 題

北 海 道　13.11.14　札 幌 市　 北海道農産物の品質向

上に向けた技術開発

東 北 地 域　13. 7 .23　盛 岡 市　 中山間地域における特

産物を軸とした産地化

とマーケッティング戦

略

北 陸 地 域　13.11.2 　上 越 市　 21世紀における北陸地

域の農業と技術

　　　　　　　　　　　　　　　　－伝統を明日へ－

近 畿 中 国　13.10.4 　和歌山市　 野菜・花き・果樹害虫

の新しい防除技術

四 国 地 域　13.11.29　高 松 市　四国農業技術の最前線

九 州 地 域　13. 9 .26　佐 賀 市　 農業分野における IT

利用の成果と今後の展

開
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　（とうもろこし）

ゆめつよし　　　　　　（とうもろこし農林交51号）

Ｍｉ44　　　　　　　　（とうもろこし農林交親52号）

Ｍｉ62　　　　　　　　（とうもろこし農林交親53号）

　（ソルガム）

秋立　　　　　　　　　（ソルガム農林交13号）

ＪＮ358　　　　　　　（ソルガム農林交親14号）

⑹　中間母本登録

　育種素材として有用なものについて、育種研究にお

ける利活用を促進するため、「農業試験研究独立行政

法人等育成農作物の中間母本の取扱要領」（昭和57年

３月29日付け57農会第472号農林水産技術会議事務局

長通知）に基づき、平成12年度は３作物４系統を中間

母本登録した。

　これらの中間母本の系統名、登録番号は次のとおり

である。

　（はくさい）

安濃９号　　　　　　　（はくさい中間母本農７号）

　（かんきつ）

Ｇ－169　　　　　　　（かんきつ中間母本農６号）

第２節　農林水産研究開発の実施

１　プロジェクト研究の推進

⑴　作物対応研究

　 食料自給率向上のための21世紀の土地利用型農業確

立を目指した品種育成と安定生産技術の総合的開発

 （平成13～ 17年度）（予算額　16億7,036万５千円）

　食料・農業・農村基本法に基づき、12年３月に策定

した「食料・農業・農村基本計画」では、国民の安定

的な食料確保の観点から麦、大豆、飼料作物等の自給

率を大幅に向上させ、食料自給率45％を目指すことと

したところである。

　この目標を達成するため、試験研究では、麦・大豆・

飼料作物等の各作物について、実需者ニーズに応じた

新品種の育成、品種特性を安定的に発揮させる栽培技

術を開発する他、これらを組み合せた地域毎の高度輪

作体系確立のための技術開発を実施する。

　平成13年度は、①麦類の新品種育成及び品質制御技

術の開発、②大豆の新品種育成及び品質制御技術の開

発、③飼料作物の新規形質品種の育成と収穫・調製技

術の開発、④普通畑作物・資源作物の育成と省力生産

技術の開発、⑤画期的新品種の創出等による次世代稲

作技術の開発、⑥多様な自給飼料基盤を基軸とした次

世代乳肉生産技術の開発、⑦土地利用型農業経営にお

ける高度輪作技術の確立についての研究を実施した。

⑵　現場即応研究

　ア　行政対応特別研究

 （平成11年度～ 15年度）（予算額　５億2,636万３千円）

　平成13年度に実施した行政対応特別研究は18課題で

あり、うち従来からの研究14課題、13年度から新規に

開始した研究４課題である。各課題名及び参画独立行

政法人は表２のとおりである。なお、※印を付けた課

題は平成13年度から新規に研究を開始したものである。

このほか、年度途中において生じた問題で緊急に解決

を要する問題については緊急調査研究により対処して

おり、平成13年度の課題名等は表３のとおりである。
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課　題　名

１ 　ナラ類の集団枯損機構

の解明と枯損防止技及び

予防技術の開発　平成10

年度～ 13年度

２ 　有機性資源の循環利用

システムの確立に関する

研究　平成11年度～平成

13年度

３ 　スイカ果実汚斑細菌病

の防除技術の開発　平成

11年度～平成13年度

４ 　ダイオキシン類の野

菜等農作物可食部への付

着・吸収実態の解明　平

成11年度～平成13年度

５ 　サルモネラ等に対する

畜産物の生産段階におけ

る安全性確保技術の開発

　平成11年度～平成13年

度

６ 　魚介類の新興及び再興

感染症の病害防除技術の

開発　平成11年度～平成

13年度

７ 　肉用牛からのメタン産

生抑制技術の開発　平成

11年度～平成13年度

８ 　新規水田転作作物ケナ

フの栽培・収穫・調製技

　参画独立行政法人

森林総合研究所

農林水産政策研究所、

農業技術研究機構

農業技術研究機構

農業環境技術研究所

農業技術研究機構

水産総合研究センター

農業技術研究機構

農業技術研究機構

表２　平成13年度実施行政対応特別研究
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　イ　沖縄対応特別研究

 （平成13～ 21年度　１課題３カ年）（予算額　3,488万２千円）

　平成11年12月28日に閣議決定された「沖縄県北部地

域の振興に関する方針」において、農林水産業の振興

に関し、試験研究の拡充・強化を図るとの方針が示さ

れた。このため、北部地域の農業の振興に資する観点

から、独立行政法人が現地等で新産地育成、新産業創

出等の基礎となる技術開発を行う。

　平成13年度～平成15年度は、「亜熱帯ウリ科野菜、

果実における品質・機能性成分の評価と利用技術の開

発」を行うこととし、平成13年度は、①高い抗酸化活

性を有する農作物の検索と評価、②品質成分の変動解

明によるウリ科野菜の高品質化技術の開発、③パイン

アップル副産物の特性解明と利用可能性評価、④未利

用農作物からのポリフェノール等の回収処理システム

及び乾燥資材化技術の開発のための研究を行った。

　ウ　我が国周辺海域における漁業資源の変動予測技

術の開発

 （平成12～ 17年度）（予算額　１億5,973万円）

　浮魚類の多様性や資源を維持していくためには、漁

獲可能量（TAC）を科学的な根拠に基づいて設定し、

資源の保存管理を行うことが急務となっている。

　このため、環境変動が生物生産力と漁業資源変動に

及ぼす影響の解明や産卵場形成と幼稚仔魚の輸送環境

の変化が加入量変動に及ぼす影響の解明の研究を実施

し、資源変動の高精度予測技術の開発とともにこれに

基づいた漁業資源管理技術の高度化を図った。

⑶　環　境　研　究

　ア　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（環境ホルモン研

究）

 （平成11年～ 14年度）（予算額　６億1,050万円）

　内分泌かく乱物質は環境中に長期間残存し、ごく微

量で人や野生生物に対し生殖障害等を引き起こす可能

性があることから、農林水産業における影響実態の把

握、環境中での動態解明、農林水産生物への作用機構

の解明を行い、これらの知見に基づいた同物質の分解・

無毒化等による影響防止技術を開発するとともに、ダ

イオキシン類について、農耕地等の汚染地域からの移

行動態等の解明及び効果的な移行・拡散防止技術の開

発を行う。
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術の開発　平成11年度～

平成13年度

９ 　中山間地域等の農地基

盤の適正管理のための情

報管理分析システムの開

発　平成12年度～平成14

年度

10 　農用地土壌から農作物

へのカドミウム吸収抑制

技術等の開発に関する研

究　平成12年度～平成14

年度

11 　飼料由来消化管内生産

物の家畜に対する影響と

動態解明　平成12年度～

平成14年度

12 　林産物貿易自由化が持

続可能な森林経営に与え

る影響評価　平成12年度

～平成14年度

13 　外来魚コクチバスの生

態学的研究及び繁殖抑制

技術の開発　平成12年度

～平成14年度

14 　レタスの土壌伝染性病

害発生抑制技術の開発　

平成12年～平成14年度

15 　微量元素分析及び分子

マーカーの利用による農

産物の品種・原産地判別

手法の開発※　平成13年

度～平成15年度

16 　大豆等の安定生産のた

めのほ場面傾斜化による

営農排水技術の確立※　

平成13年度～平成15年度

17 　有明海の海洋環境の変

化が生物生産に及ぼす影

響の解明※　平成13年度

～平成15年度

18 　牛海綿状脳症（BSE）

の早期診断法とリスクア

セスメント手法の開発※

　平成13年～平成15年度

農業工学研究所

農業環境技術研究所、

農業技術研究機構

農業技術研究機構

森林総合研究所、

国際農林水産業研究セン

ター

水産総合研究センター、

さけ・ます資源管理セン

ター

農業技術研究機構

農業技術研究機構、

農業生物資源研究所、

農業環境技術研究所、

食品総合研究所

農業工学研究所、

農業技術研究機構

水産総合研究センター

農業技術研究機構

課　題　名

トウモロコシ花粉飛散の緊

急調査研究

　参画独立行政法人

農業環境技術研究所、

農業技術研究機構

表３　平成13年度実施緊急調査研究
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　イ　農林業におけるバイオマスエネルギー実用化技

術の開発

 （平成13～ 17年度）（予算額　１億6,650万円）

　バイオマスエネルギーは、再生可能かつクリーンな

エネルギーであることから、地球温暖化対策として積

極的に開発・導入を推進すべき新エネルギーとして期

待されている。また、農林業由来の有機性廃棄物のリ

サイクル推進の観点からも極めて重要となっている。

　このため、バイオマスエネルギ－の実用化に向けて、

産学官の連携の下に、農林業分野における廃棄物に由

来するバイオマス（生物系資源）のエネルギー変換・

利用について、革新的技術開発及びこれらを用いた地

域システム構築のための実証研究を総合的に推進する。

　平成13年度は、①バイオマスの前処理技術の開発、

②生物機能を活用したエネルギー変換技術の開発、③

地域バイオマスエネルギー生産システムの構築のため

の研究を実施した。

　ウ　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

 （平成12～ 16年度）（予算額　４億5,788万円）

　21世紀に向けた環境調和型社会を実現するため、農

山漁村においては、農業生産活動等に伴う有機性資源

の循環システムを構築することが重要な課題となって

いる。このため、本研究では、民間との十分な連携の

下に、農山漁村由来の家畜排せつ物、木質系廃棄物等

有機性資源の適正処理技術とリサイクル技術の開発、

実用化を加速するための実規模実証研究等を実施する。

　平成13年度は、①有機性資源の適正処理技術の開発、

②有機性資源のリサイクル技術の開発、③農山漁村に

おける有機性資源のリサイクルシステムの構築につい

て研究を実施した。

　エ　野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生

態系管理技術の開発

 （平成13～ 17年度）（予算額　9,250万７千円）

　野生鳥獣、なかでもシカ、サル及びイノシシによる

農林業被害が大きな社会問題となっている。特に、中

山間地域では農業等の産業振興を図る上で大きな阻害

要因となっている。こうしたなかで、「鳥獣保護及狩

猟ニ関スル法律」の改正により、特定鳥獣保護管理計

画を都道府県が策定する制度が創設され、野生鳥獣の

個体群について、科学的知見を踏まえた保護管理目標

を設定し、これに基づき、個体群管理、被害防除対策

等の手段を総合的に講じることにより科学的・計画的

な保護管理を推進することが求められている。このよ

うな情勢に対応し、深刻化している野生鳥獣による農

林業被害を軽減するため、野生鳥獣の生態を個体群と

して把握するとともに、適正な個体群管理を通じて、

農林業被害を軽減する総合的な農林生態系管理技術の

開発を行う。

　平成13年度は、①野生鳥獣の個体群管理のための技

術的検証、②農林地の管理形態と野生鳥獣の相互関係

の解明、③農林業被害の社会経済的要因の解明及び軽

減手法の開発について研究を実施した。

⑷　総　合　研　究

　ア　農林水産研究情報デジタルコミュニティの構築

のうちデータベース・モデル協調システムの開発

 （平成13～ 17年）（予算額　１億8,362万２千円）

　従来からそれぞれ独自のフォーマットのデータベー

スとして各地に分散・管理されてきた農林水産に関す

る情報は、一元的なデータ管理やフォーマットの統一

化が困難であり、また、それぞれ作成機関で分散して

管理されているため、その利用は限られている。

　このため、分散管理されているデータベース及び数

理モデルを協調させ、関連づけて利用できるシステム

の技術開発を実施した。

⑸　国　際　研　究

　ア　バイオテクノロジーに関する途上国研究者の能

力構築

 （平成13～ 17年度）（予算額　3,474万円）

　開発途上国においては、新技術を自国の農業に活用

するための能力やバイオセイフティ議定書が求める組

換え体の環境影響評価の実施のための能力の向上が求

められている。

　このため、バイオテクノロジーを活用した品種改良

と評価、環境影響評価技術等バイオテクノロジーに関

する途上国研究者の能力構築のための支援を実施する。

　平成13年度においては、①アジア諸国の研究者を対

象に「農業バイオテクノロジーに関する国際シンポジ

ウム」の開催、②バイオテクノロジーに関する基礎知

識を有する途上国の若手研究者３名を我が国に招へい

し、能力向上のための共同研究を実施した。

　イ　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

 （平成10～ 13年度）（予算額　918万円）

　地球規模での環境問題がクローズアップされる中、

農業の環境に対する影響が問題となっており、OECD

等の国際的議論の場においても、環境と調和した持続

的な農業生産のあり方が重要な議題となっている。

　このため、韓国との間で、①水田農業における物質

循環に関する研究、②水田農業における温暖化ガスの

発生制御に関する研究、③水田農業の公益的機能の評

価に関する研究を実施することにより、環境負荷の少
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ない持続型水田農業生産技術の開発を図る。

　平成13年度においては、①６月につくば市にてワー

クショップを開催するとともに、②10月には韓国にお

いて最終研究成果報告会を日韓合同で開催した。

⑹　バイオテクノロジー等先端技術開発研究

　ア　21世紀グリーンフロンティア研究

 （平成11～ 19年度）

　遺伝子組換えやクローン技術等の革新的な技術を駆

使して、21世紀の食料・環境・エネルギー問題の解決

や新産業創出の基盤を確立するため、世界をリードす

るイネ・ゲノム研究による有用遺伝子の特許化を加速

するとともに、これらの遺伝子を利用した新たな植物、

動物、食品及び有用物質生産手法の基礎となる技術の

開発を行った。

　１）イネゲノムの全塩基配列の解明

 （平成12～ 19年度）（予算額　25億2,955万３千円）

　平成10年度から、官民連携のもと、イネ・ゲノムの

全塩基配列の解明を行っているところであるが、平成

12年度からミレニアムプロジェクトの一つとして、有

用遺伝子が多数存在するとみられる染色体に絞って塩

基配列の解読を先行的に実施し、有用遺伝子の単離・

機能解明、DNAマーカーの開発等を実施するために

必要不可欠な情報基盤を整備するとともに、プロモー

ターの獲得に資する領域推定技術等の開発を行ってい

る。

　13年度は、当初目標としていた16年度までの重要部

分の解読完了を２年前倒しし、14年中に解読を終える

べく加速化を図った。

　２）イネ・ゲノムの有用遺伝子の単離及び機能解明

 （平成12年～ 19年度）（予算額　16億4,046万４千円）

　イネゲノムの効率的塩基配列解析手法の開発と全塩

基配列の解明において得られる膨大な塩基配列情報の

ほか、既に得られているDNA断片、遺伝地図の利用

技術、多数の遺伝子が支配する形質（量的形質）の連

鎖分析手法等の成果を活用し、量的形質を含む農業上

有用な遺伝子の効率的単離及びその機能解析を行って

いる。

　さらに、この研究を通じ国際競争をリードすべく、

その特許推進を積極的に進めるとともに、それら遺伝

子の育種への利用技術を開発し、新形質をもつ画期的

な新品種の育成に資することとしている。

　本研究では、13年度末までに、イネの形態、主な病

害の抵抗性等に関与する遺伝子33個を単離・機能解明

し、特許申請した。

　３）DNAマーカーを用いた効率的選抜育種技術の

開発

 （平成10～ 19年度）（予算額　３億4,645万２千円）

　イネ・ゲノム研究で解読される塩基配列情報等を基

に開発されるDNAマーカーについて研究を強化し、

従来の育種技術を飛躍的に発展させるDNAマーカー

を用いた効率的選抜育種技術の開発を加速する。

　イネにおいてはいもち病抵抗性、出穂期、トビイロ

ウンカ抵抗性についてマーカー選抜による準同質遺伝

子系統候補が作出された。

　４）体細胞クローン動物における個体発生機構に関

する研究

 （平成11～ 17年度）（予算額　１億3,228万３千円）

　食料生産力の維持・増進、優良農畜産物の生産、更

には新産業創出に貢献するためにクローン技術の高度

化・安定化を目指すための基礎的なメカニズムの解明

を行う。

　平成13年度は、①体細胞クローン作成細胞の適性度

の解明、②体細胞クローン動物の遺伝形質・表現形質

の同一性の解明、③流・死産の発生要因の解明、④周

産期母子の生理的特性の解明の４つの大課題について

研究を実施した。

　イ　イネ・ゲノムの完全長cDNAライブラリーの

整備

 （平成11～ 16年度）

 （平成11年度補正予算額で一括計上40億8,470万円）

　約３万種に及ぶイネの完全長cDNAライブラリー

を整備し、有用遺伝子の機能解明・特許化に必要不可

欠な基盤を整備することとし、13年度末までに完全長

cDNA27,000クローンを整備した。

　ウ　イネ・ゲノムシミュレーターの開発

　（平成13年～ 19年度）（予算額　11億8,884万７千円）

　イネ・ゲノム研究により生み出される膨大なゲノム

情報について、バイオインフォマティクス技術を用い

て効率的に処理することにより、イネの設計図を理解

し、その活用の早期化・効率化を図るべく、塩基配列

データ・機能解析データに加え、育種現場での生理デー

タを相互に関連づけ統合し、コンピューター上でイネ

等農作物の品種改良を可能とするイネ・ゲノムシミュ

レーターの開発に着手した。

　エ　動物ゲノムの解析による有用遺伝子の単離と利

用技術の開発

 （平成６～ 15年度）（予算額　２億1,274万１千円）

　バイオテクノロジーは新機能を備えた生物の作出や

有用物質の生産など新産業を創出するためのキーテク

ノロジーとして期待されている。家畜、カイコ等の動

物についても、近年、遺伝子を解析するための基礎技

術の開発が行われている。しかしながら、これら動物
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の重要な形質は、膨大な生命情報が集積されている巨

大染色体（ゲノム）に存在する複数の遺伝子群によっ

て支配されている場合が多く、それらの機能解明には

ゲノム解析研究が必須となっている。このため、本研

究では既存研究成果をもとに、豚、カイコを中心に動

物ゲノムの効率的解析手法及び有用遺伝子の利用技術

の開発に関する研究を実施する。

　平成13年度は、①効率的遺伝子解析手法の開発、②

遺伝子の構造・機能解析と発現調節機構の解明、③遺

伝子の導入と発現制御技術の開発、④カイコの遺伝子

地図の構築、⑤カイコのゲノム地図利用法の開発、⑥

昆虫特異的遺伝子の単離及び解析を実施した。

　オ　食品成分の生体調節機能の解明と利用

 （平成13～ 17年度）（予算額　２億3,569万円）

　経済の発展・生活水準の向上は、食生活にも大きな

影響を与え、栄養バランスの偏り等による生活習慣病

の増加・若年化という社会問題を引き起こした。一方、

食品は、栄養素のほか、生体調節機能に関する種々の

機能成分を含んでおり、健康の維持増進や疾病予防に

有効であることが明らかにされてきている。このよう

な中、国民の健康志向は高まり、これに関連する食品

市場も拡大を続けているが、日常の食事を通じての機

能成分の吸収、その生体内での作用機構等詳細につい

ては未解明である。そこで、日常の食生活での機能成

分の活用を念頭に置き、機能成分の生体内における動

態、機能成分間の相互作用及び生体調節機能等の解明、

それに基づく食素材の適切な評価を行い、日々の食生

活の改善による、医薬に依存しない活力ある長寿社会

の実現に資する。

　平成13年度は、①機能成分の作用機構と成分間の相

互作用の解明、②生体内での機能成分の効果の評価、

③複数の機能成分を活用した健全な日本型食生活の構

築のための適正な摂取量及び食素材の組み合わせ等の

解明を行った。

　カ　パイオニア特別研究

 （平成11～ 15年度）（予算額　８億1,171万円）

　平成13年度に実施したパイオニア特別研究は、提案

公募型62課題である。

　平成13年度には新たにトレンチ栽培による野菜・果

樹の高温・乾燥、台風対策技術の開発、中山間集落自

治防災のための災害情報ウェアラブル双方向通信シス

テムの開発等20課題を採択した。

　キ　バイオテクノロジー先端技術シーズ培養研究委

託経費

 （予算額　１億2,590万円）

　今後、急速な発展が予測されるバイオテクノロジー

先端技術の開発の円滑な推進を図っていくためには、

常に次の段階の技術開発を先導するシーズ（萌芽）の

培養が極めて重要であり、将来この分野の技術を先導

する可能性の大きい先行的な基礎的、学際的研究を対

象として国内外の大学に委託して研究を推進している。

　平成13年度は、以下の課題を実施した。

「国内型」

　①　植物機能における刺激応答についての分子学的

研究（平成11～ 15年度）

　②　デノボデザインによる酵素分子の創製に関する

基礎研究（平12～ 16年度）

　③　神経・免疫・内分泌ネットワークに関する研究

（平成10～ 14年度）

「海外型」

　①　抗病性向上のための免疫・神経系相互作用の分

子機構の解明（平成11～ 13年度）

　②　植物の生理機能制御機構の分子学的解明

　　（平成11～ 13年度）

　ク　組換え体の産業的利用における安全性確保に関

する総合研究

 （平成11～ 15年度）（予算額　３億2,438万５千円）

　実用化を目指した組換え体の開発が急速に活発化し

ている中で、これらを円滑に事業化していくためには、

新しい技術に対応した安全性に関する科学的知見の蓄

積及び評価手法の高度化が急務になっている。また、

安全性の確保に対する消費者の要請が高まっており、

これらに対し、的確に情報を提供していくことが必要

であることから、平成13年度は、①農林水産・食品分

野で実用化が想定される組換え農作物等の安全性評価

手法の開発、②組換え農作物の安全性評価に必要な主

要作物についての基本的な情報のデータベース化、③

組換え農作物由来食品からのDNAの検出技術の高度

化、④消費者等の要請・提案に対応する研究の実施、

⑤海外諸国における組換え体の利用と規制等に関する

調査研究、⑥組換え体の商業化に関する消費者意識と

開発者意識の調査を実施した。

２　地域研究の推進

⑴　指定試験事業

　指定試験事業は、国が行う試験研究の一環であって、

農業に関する試験及び研究を行う独立行政法人の置か

れている立地条件から実施が困難なものについて、適

地の都道府県の試験研究機関を指定し、委託実施して

いるものである。現在、品種改良試験、重要課題対応

試験を実施している。

 （平成13年度予算額　11億963万３千円）
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　①　品種改良試験

　ア　育種試験

　平成13年度は水稲、小麦、大豆等14品種が育成された。

　イ　特性検定試験

　育種試験地では検定の困難な耐病虫性等の主要特性

について育成の途上で行うもので、平成13年度は82か

所で実施した。

　ウ　系統適応性検定試験

　育種試験地では検定の困難な地域適応性について育

成の途上で行うもので、平成13年度は173か所で実施

した。

　エ　世代促進試験

　初期世代について年に２回栽培することにより、優

良品種の早期育成を図るもので、平成13年度は４か所

で実施した。

　オ　水稲直播適性品種緊急作出事業

　外国稲等の直播適性の導入、または現在移植栽培用

に育成途中の系統に直播適性を付加させることにより

直播栽培用実用品種を作出するもので、平成13年度は

５か所で実施した。

　カ　水稲晩播適性品種緊急作出事業

　高度水田利用を可能とする麦収穫後に栽培可能で良

質な晩播適性品種を作出するもので、平成13年度は４

カ所で実施した。

　②　重要課題対応試験

　ア　環境負荷物質の動態解明

　農業の環境への負荷低減と持続的な農業生産に向け

た環境保全型農業技術体系を確立するため、硝酸性窒

素の土壌中での蓄積、地下水への流亡、水系での循環

利用、作物による再利用等の物質動態を解明について、

平成13年度は６か所で実施した。

　イ　緊急重要技術開発

　ウメの主産地で被害が急増している生育障害問題や

侵入害虫の問題等、緊急に取り組む必要のある重要技

術の開発について、平成13年度は３か所で実施した。

　ウ　持続型農業技術開発

　弱毒ウイルスの開発や天敵動物、フェロモン等の利

用技術の開発等、環境と調和のとれた農業生産を図る

ための技術開発について、平成13年度は４カ所で実施

した。

⑵　都道府県助成事業

＜特定研究開発（補助率１／２）＞

　ア　農林業特定研究開発等促進事業

　１）農業関係特定研究開発促進

　大規模かつ総合的な試験研究で次に掲げるものにつ

いて助成する事業である。

　ａ　地域基幹農業技術体系化促進研究

　現場に直結する技術開発を推進するため、都道府県

試験研究機関による研究ネットワークを構築し、地域

基幹技術を核とする技術の体系化のための試験研究及

び実証試験を行う地域基幹農業技術体系化促進研究を

実施した。平成13年度においては、土地利用型農業技

術体系の確立19課題、中山間地振興農業技術体系の確

立７課題、環境保全型農業技術体系の確立６課題につ

いてそれぞれ助成した。

　２）林業関係特定研究開発等促進

　平成13年度は、次に掲げるものについて助成した。

　ａ　大型プロジェクト研究開発推進

　産業上・行政上重要な問題であり、緊急に解決を図

らなければならない課題について、森林総合研究所及

び都道府県の林業関係試験研究機関等が共同して行う

試験研究。平成13年度においては、３課題について助

成した。

　ｂ　試験研究用機器等整備

　沖縄県林業試験場の研究体制の整備に必要な試験研

究用機器整備。

　イ　水産業特定研究開発等促進事業

　１）特定研究開発促進

　緊急に解決を迫られ、その成果が全国的に期待され

るものであり、かつ複数県の共同研究を必要とする特

定課題を取り上げ、重点的に研究開発を促進した。

　ａ　ブリ（類）の回遊生態の変動解明に関する研究

　沿岸性の回遊魚であるブリ類について、アーカイバ

ルタグを用いた南下回遊及び北上回遊の実態の解明を

行うとともに、沿岸の漁場における来遊量予測手法の

高度化を図った。

　ｂ　遊漁（遊漁船業等）と資源管理に関する研究

　同一水産資源を利用している漁業と遊漁が共生して

いくための課題目標に関する評価を行い、資源管理方

策として地域で必要とする施策マニュアルを作成した。

　ｃ　藻食性魚類による大型褐藻類に対する食害の実

態把握に関する研究

　藻食性魚類の大型褐藻類に対する食害の実態及び食

害によって藻場が受ける影響を解明するとともに、採

食生態に基づく食害防止策の検討を行った。

　ｄ　水産資源の維持・保全に資する河畔生態構造の

利用技術の開発

　河畔植生帯における魚類の群集動態を把握し、魚類

に対する河畔植生の機能を解明するとともに、河畔植

生の改変が魚類に及ぼす影響を予測する手法の検討を

行った。

　ｅ　小型エビ類の加入機構の解析法の開発研究
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　小型エビ類の加入機構を解明するため、浮遊期幼生

の採集方法、資源量及び加入量の推定技術、遺伝子に

よる種の同定技術の開発及び貧酸素水の及ぼす影響に

ついて検討を行った。

　ｆ　ホンダワラ類等有用海草類の増養殖技術開発に

関する研究

　加工材料として重要であり、有用成分が注目されて

いる有用海草類を地域特産種として安定的に生産する

ため、生活史の解明、採苗方法の開発、育成手法の開

発、規模拡大方法の開発について検討を行った。

　２）海洋構造変動パターン解析技術開発試験事業

　ADCP（超音波式流向流速計）により得られた測

定データから潮汐成分の分離を行い、真の流向流速成

分を把握するとともに、水深別の流向流速データ、衛

星データ、水温データ等の観測データを総合化し、沿

岸水域における海洋構造を迅速に把握する技術開発を

行った。

　３）沖縄県農林水産関係研究員特別研修

　沖縄県農林水産関係研究員の資質の向上を図るため、

依頼研究員制度により農林水産省試験研究機関へ留学

するのに必要な旅費、滞在費につき昭和47年度から助

成しており、平成13年度は３名を対象に助成した。

　　　　　　　　表４　平成13年度予算額 千円

特定研究開発等促進事業 514,565

　農林業特定研究開発等促進事業 463,504

　　農業関係特定研究開発促進 423,898

　　　地域基幹農業技術体系化促進研究 423,898

　　林業関係特定研究開発等促進 39,606

　水産業特定研究開発等促進事業 51,061

　　特定研究開発促進 20,170

　　海洋構造変動パターン解析技術開発試験事業 30,087

　　沖縄県農林水産関係研究員特別研修 804

＜地域実用化（補助率１／２以内）＞

　１）バイオテクノロジー実用化型

　独立行政法人のバイオテクノロジー等高度な先端

技術に関する研究成果を活用し、地域における研究勢

力を結集した産学官の共同研究を実施し、農業関係６

テーマ44道府県、林業関係３テーマ31道府県、水産業

関係４テーマ20道府県について助成した。

　２）農林水産新技術実用化型

　農林水産行政の推進方向に即応した課題について、

独立行政法人の研究開発した生産技術等、新技術の地

域への実用化を行うため、農業関係45課題（45都道府

県）、林業関係４課題（14道県）、水産業関係５課題（16

道府県）について助成した。

　　　　　　　表５　平成13年度予算額 千円

先端技術等地域実用化研究促進事業 541,737

　バイオテクノロジー実用化型 313,688

　　農業関係 226,664

　　林業関係 39,072

　　水産業関係 47,952

　農林水産新技術実用化型 228,049

　　農業関係 189,499

　　林業関係 17,601

　　水産業関係 20,949

＜沖縄県試験研究機関整備事業＞

　沖縄県農業振興のため必要な農業試験研究機関の整

備を図るため、農業改良助長法及び沖縄振興開発特別

措置法に基づき助成した。

（補助率9.5／ 10、備品１／２）

　また、沖縄県水産業振興のため沖縄県水産試験場の

施設整備について助成した。

（補助率１／２）

　　　　　　　　表６　平成13年度予算額 千円

沖縄県試験研究機関整備事業 98,730

　農業関係試験研究機関整備 89,368

　水産試験場整備 9,362

３　民間研究の推進

⑴　生物系特定産業技術研究開発機構

　生物系特定産業技術研究推進機構は、「農業機械化

研究所」の業務を引き継いで実施するとともに、民間

の活力を活かした生物系特定産業技術に係る技術開発

を促進するための出融資事業を実施している（民間研

究促進業務）。

　また、平成８年度から新技術・新分野を創出し、農

林水産業の総生産量の増大及び体質強化を図るための

基礎的試験研究を実施するとともに、平成12年度から

ミレニアム・プロジェクトの一環として、新事業の創

出、産業発展基盤の形成を図るための研究開発等を実

施している（基礎的研究業務）。

＜民間研究促進業務＞

　ア　出資事業

　２つ以上の企業、農林漁業団体、地方公共団体等が

共同して新たに設立する生物系特定産業技術に係る研

究開発会社に対して出資を行う。平成12年度までの出
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資件数は46件となっている。 （出資額　10億4,300万円）

　イ　融資事業

　企業、農林漁業団体等における生物系特定産業技術

に関する試験研究について融資を行う。平成12年度ま

での融資件数は151件となっており、平成13年度は新

たに融資先として１件を採択した。

 （融資額　5,200万円）

　ウ　その他の事業

　上記の事業のほか、共同研究あっせん事業、遺伝資

源配布あっせん事業、情報提供事業、調査事業等を行っ

た。

＜基礎的研究業務＞

　ア　新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業

　食料自給率の向上や地球規模での食料不足の解決な

どに向け、新しい発想に立って生物機能を高度に活用

した新技術・新分野を創出するため、国立試験研究機

関、大学等からの提案公募による基礎的・独創的な研

究を実施している。 （出資額　49億8,645万8千円）

　イ　新事業創出研究開発事業

　ミレニアム・プロジェクトの一環として、豊かで健

康な食生活と安心して暮らせる生活環境の実現を目指

し、生活習慣病を予防しうる機能性作物、生物農薬の

開発や地域の未利用資源を活用した技術開発課題につ

いて、産学官が連携してコンソーシアム（共同研究体）

を形成し、新産業、新雇用の創出につながる研究開発

を実施している。 （出資額　13億89万円）

　ウ　イネ・ゲノムの完全長cDNAライブラリーの

整備事業

　約３万種に及ぶイネの完全長cDNAライブラリー

を整備し、有用遺伝子の機能解明・特許化に必要不可

欠な基盤を整備することとし、13年度末までに完全長

cDNA27,000クローンを整備した。

（平成11年度補正予算で研究費を一括出資

 40億8,470万円）

⑵　農林水産新産業技術開発事業

　バイオテクノロジー、メカトロニクス、新素材、情

報処理等の技術進展が著しく、今後、積極的に技術開

発を図る必要のある特定領域について、民間の持つ研

究開発能力を活用して、農林水産分野における新産業

創出につながる研究開発に対する助成を、平成８年度

から実施している。

　平成13年度は43課題について助成した。

 （予算額　５億5,176万７千円）

⑶　農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業

　バイオテクノロジー分野における民間研究開発を促

進するとともに、国立試験研究機関の優れた研究成果

の実用化を図るため、民間研究開発のポテンシャルが

高い分野における応用・実用化等に係る研究に対し、

指導・助成を行った。このうち、平成13年度から新規

に行った課題は以下のとおりである。

　①　新資材利用園芸栽培実用化技術の開発のうちソ

フトエレクトロン利用野菜種子処理技術タイプ

 　（平成13～ 15年度）（予算額　3,270万９千円）

　種子伝染性微生物に起因する食中毒事件（病原性大

腸菌O-157、サルモネラ菌など）の発生により、食品

の安全性に対する消費者等の関心が高まっている中、

野菜の安全性確保のための栽培段階における技術及び

環境に配慮した野菜生産に資するため、電子線（透過

力の小さい低エネルギーの電子線）による、発芽率の

低下を引き起こさない非加熱殺菌の基礎的技術を活用

した野菜種子消毒実用化技術の開発を支援する。

　平成13年度は、①照射部本体の設計及び構成部使用

決定、②種子搬送装置開発方向の検討、③照射条件（加

速電圧の違いと効果）の検討、④発芽・生長及び殺菌

への影響度を把握等を行った。

　②　有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発

 （平成13～ 17年度）（予算額　4,018万３千円）

　環境問題に対する社会的関心が高まる中で、有機性

廃棄物の肥料化が重要な課題となっているため、低廉

かつ高品質で環境への負荷も少ない有機肥料等の低コ

スト生産基盤技術の開発を支援する。

　平成13年度は、①海藻の嫌気性発酵における肥料成

分調整技術の開発等の「低コスト肥料成分等調整技術

の開発」②有機性廃棄物の高付加価値化技術の開発等

の「機能性肥料・土壌改良資材の開発」を行った。

　　⑷　農林水産研究開発・企業化基盤施設の

　　　　緊急整備事業

　地域における農林畜水産業技術の研究開発の拠点づ

くり、その技術の実用化、企業化を民間企業等の能力

を最大限活用して促進するための仕組みとして、「民

間事業者の能力の活用による特定施設の整備に関する

臨時措置法」（民活法）に基づき、「農林水産研究開発・

企業化基盤施設」を整備することとしているところで

あり、その促進を図るため、整備事業費の一部に対す

る助成、金融等の支援措置を講じた。

４　科学技術振興調整費等による研究の推進

⑴　科学技術振興調整費

　ア　先導的研究等の推進

 （予算額　１億3,538万２千円）

　急速に発展しうる領域等に先見性と機動性をもって

対応するため、潜在的可能性を有する萌芽的な研究開
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発、地域の特性を生かした研究開発及び知的基盤の整

備を推進し、また、科学技術が社会に与える影響の広

がりと深まりに先見性をもって対応するため、自然科

学と人文・社会科学と総合した研究開発を推進してい

る。

　さらに、緊急に対応を必要とする究開発等を機動的

に推進している。

平成13年度においては、５独立行政法人が５研究課題

に参画した。

　イ　総合研究制度

 （予算額　４億6,033万１千円）

　基礎的・先導的研究あるいは国家的・社会的ニーズ

の強い研究を産・学・官の有機的連携の下で役割の分

担をしつつ、総合的に推進している。

　平成13年度においては、７独立行政法人が11研究課

題に参画した。

　ウ　生活・社会基盤研究制度

 （予算額　5,237万円）

　生活者重視の新たな社会を構築するため、国立試験

研究機関、大学、地方自治体、民間のそれぞれの研究

ポテンシャルを活かし、生活者の視点からの意見等を

反映させつつ、生活の質の向上及び地域の発展に資す

る目的指向的な研究開発を総合的に推進している。

　平成13年度においては、３独立行政法人が５研究課

題に参画した。

　エ　知的基盤整備推進制度

 （予算額　1,779万３千円）

　国立試験研究機関、大学、民間研究機関の連携の下

に、研究開発活動の安定的、効果的な推進を支える標

準、試験評価法、研究用材料、先端的な試験装置等の

知的基盤の整備に資する研究開発を行っている。

　平成13年度においては、２独立行政法人が２研究課

題に参画した。

　オ　ゲノムフロンティア開拓研究推進制度

 （予算額　2,501万５千円）

　特定の生命現象に関し、中核機関のオーガナイズの

下、産学官、関係省庁の研究機関を有機的に連携させ、

当該生命現象の分子レベルの理解とそれに基づく応用

のための研究を推進している。

　平成13年度においては、１独立行政法人が１研究課

題に参画した。

　カ　流動促進研究制度

 （予算額　3,367万３千円）

　国立試験研究機関における研究者の流動的・独創的

な研究活動を推進するため、任期付研究員を活用する

国立試験研究機関に対し、任期付研究員が限られた任

期中に特に高密度・高効率な研究活動を行うことによ

り十分な成果があげられるよう、必要な経費を措置し

ている。

　平成13年度においては、３独立行政法人が３研究課

題を実施した。

　キ　中核的研究拠点（COE）育成制度

 （予算額　8,062万７千円）

　国立研究機関等における特定領域の水準を世界最高

水準まで引き上げることを目的として、自己努力を含

む具体的なCOE化構想を持って積極的にCOEを目

指そうとする国立試験研究機関等の研究計画に調整費

を充当し、COEの育成を支援している。

　平成13年度においては、２独立行政法人に充当され

た。

　ク　開放的融合研究推進制度

 （予算額　５億4,282万円）

　単独の研究機関だけでは遂行が困難な学際的な研究

課題について、２～３の国立試験研究機関等が研究機

関が壁を取り払い、研究総括責任者の下、統一的で一

体となった体制で研究を実施している。

　平成12年度においては、３独立行政法人で３研究課

題が実施された。

　ケ　国際共同研究総合推進制度（二国間型）

 （予算額　9,131万６千円）

　政府レベルでの科学技術協力協定等に基づき、国際

交流を進める上で重要性の高い国際共同研究について、

我が国の単一省庁の試験研究機関と相手国の単一研究

機関での共同研究を推進している。

　平成13年度は、６独立行政法人において５課題の研

究を行った。

⑵　環境保全費

　ア　地球環境保全等試験研究費（環境庁一括計上）

 （予算額　１億9,822万６千円）

　この研究費は、関係行政機関の試験研究機関が実施

する地球環境保全、公害防止並びに自然環境の保護及

び整備に関する試験研究費を環境省が一括系除してい

るもので、対象とする試験研究は、地球温暖化予測、

気候変動への適応対策の開発、公害防止技術の開発、

汚染影響の把握、汚染メカニズムの解明等である。平

成13年度は、次の研究を行った。

　ａ　公害防止等試験研究費

　・集団茶園からの環境負荷窒素化合物の流出防止技

術の開発に関する研究

　・指標生物による有害物質海洋汚染の監視手法の高

度化に関する研究

　・白神山地世界自然遺産地域の森林生態系保全のた
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めのモニタリング手法の確立と外縁部の森林利用

との調和を図るための森林環境管理法に関する研

究

　・湿原生態系および生物多様性保全のための湿原環

境の管理および評価システムの開発に関する研究

　・四万十川流域における環境保全型農林水産業によ

る清流の保全に関する研究

　・生物間相互作用ネットワークの動態解析にもとづ

く孤立化した森林生態系の修復技術の開発に関す

る研究

　・アンブレラ種であるオオタカを指標とした生物多

様性モニタリング手法の開発

　・規制項目等有害元素による地下水高濃度汚染実態

の解明と修復技術に関する研究

　・日本の亜熱帯海域における海草藻場の評価手法に

関する研究

　・ヘテロカプサによる二枚貝へい死防止と海洋環境

保全技術の開発に関する研究

　・帰化生物の影響排除による小笠原森林生態系の復

元研究

　・農耕地における微量重金属負荷量の評価に関する

研究

　・流出油及び油処理剤の海産生物に対する有害性評

価に関する研究

　・屋久島森林生態系における固有樹種と遺伝子多様

性の保全に関する研究

　ｂ　地球環境保全試験研究費

　・透明かつ検討可能な手法による吸収源の評価に関

する研究

　イ　環境研究総合推進費

 （予算額　２億3,860万５千円）

　人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼす地球

環境問題に関して、学際的・省際的・国際的な観点か

ら総合的に研究を推進することを目的として、多岐に

わたる地球環境問題を、①オゾン層の破壊、②地球の

温暖化、③酸性雨、④海洋汚染、⑤自然資源の保全、

⑥人間・社会的側面からみた地球環境問題、⑦その他

の地球環境問題の７分野に分けて研究課題を設定し、

研究を実施している。

　また、社会的要請等を踏まえ、環境省が、①次世代

の環境保全技術の基礎となる「知的資産」を蓄積する

ための「基礎的・基盤的研究課題」、②対応が急がれ

る技術の研究・開発・実証を行う「実用化研究開発課

題」について、研究を実施している。

　平成13年度においては、８研究機関が、全分野の25

課題に参画した。平成13年度から新たに研究を開始し

たのは、以下の６課題である。

　ａ　地球環境研究総合推進費

〈地球の温暖化〉

　・太平洋域の人為起源二酸化炭素の海洋吸収量解明

に関する研究

　・温帯高山草原生態系における炭素動態と温暖化影

響の解明に関する研究

　・海中微量元素である鉄濃度調節による海洋二酸化

炭素吸収機能の強化と海洋生態系への影響に関す

る研究

〈生物多様性の減少〉

　・侵入生物による生物多様性影響機構に関する研究

　ｂ　環境技術開発等推進費

〈基礎的・基盤的研究課題〉

　・遺伝子地図と個体ベースモデルにもとづく野生生

物保全戦略の研究

〈実用化研究開発課題〉

　・湖沼等の環境浄化処理技術の開発

⑶　原子力関係試験研究費

（文部科学省一括計上）

　ア　原子力試験研究費

 （予算額　２億7,429万２千円）

　原子力試験研究は、「原子力の研究、開発及び利用

に関する長期計画」（平成12年11月24日原子力委員会

決定）で、その推進が必要とされる研究分野について、

文部科学省に一括計上している。農林水産省では、①

食品照射、②農林水産（品質改良、作物保護、飼育改

善）、③環境対策（分解除去、影響解明、計測技術）、

④先端的基盤研究（放射線生物影響）の分野で試験研

究を実施している。

　平成13年度は、７独立行政法人において、14課題を

実施した。

　イ　放射能調査研究費

 （予算額　１億4,583万５千円）

　諸外国における核実験に伴う放射性降下物質による

汚染に対処するため、作物（米麦子実）、土壌（水田

及び畑）、牛乳、家畜骨（馬及び牛）及び海産物の放

射能水準の経年調査等を継続して実施した。

⑷　海洋開発及び地球科学技術調査研究促進費

（文部科学省一括計上）

 （予算額　1,597万円）

　気圏・水圏・地圏・生物圏における諸現象の相互作

用によって現れる地球的規模の諸現象のメカニズムを

総合的に解明するため、長期にわたる継続的観測に重

点をおいた調査・研究を複数省庁の研究機関（独立行

政法人を含む）の下に推進している。農林水産省では、
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平成13年度は「地球環境遠隔探査技術等の研究」とし

て２課題を実施した。

「地球環境遠隔探査技術等の研究」

　　地球環境の変動に係る諸要因である地球温暖化原

因物質の増加、海流の破壊、地表面の状態変化等の

観測・気候解明のために必要となるリモートセンシ

ング技術の確立を図るため、大気化学・海洋・陸域

に対する観測技術等の研究を推進する。

　・衛星搭載次世代ＳＡＲの陸域観測仕様に関する研

究（農業環境技術研究所）

　・LIDARリモートセンシングによる森林機能パラ

メータ計測手法に関する研究（森林総合研究所）

第３節　国際研究交流の推進

１　二国間交流

⑴　米国

　ア　天然資源の開発利用に関する日米会議

　昭和39年１月に、天然資源の開発利用に関する研究

交流を行うことが合意され、同年５月に本会議が発足

した。

　この活動のための専門部会が18あり、このほかに海

洋関係の部会活動調整等を行う海洋資源工学調整委員

会がある。このうち農林水産省所管の独立行政法人が

日本側部会長となっている専門部会は、牧草種子専門

部会、家畜・家禽疾病専門部会、蛋白資源専門部会、

森林専門部会及び水産増養殖専門部会であり、これに

加え有毒微生物専門部会に農林水産省所管の独立行政

法人が副部会長として参加している。

　平成13年度には、日本において家畜・家禽疾病、蛋

白資源、有毒微生物に関する日米合同専門部会が開催

された。また、米国において牧草種子、水産増養殖に

関する日米合同専門部会が開催された。

　イ　日米科学技術協力

　昭和63年６月に科学技術協力協定が締結され、その

枠組みとして、合同高級委員会、合同高級諮問協議会

及び合同実務級委員会が発足し、これまでに合同高級

委員会が８回、合同実務級委員会が９回開催されてい

る。

⑵　中国

　日中間の農業技術交流に関しては、昭和48年から訪

中団の派遣、訪日団の受入れが行われており、平成13

年度は、日中農業技術交流の促進について協議するた

めの日中農業科学技術交流グループ第20回会議が東京

で開催された。

　また、昭和55年10月に締結された日中科学技術協力

協定に基づく委員会は、これまでに９回開催されてい

る。

⑶　韓国

　農業技術交流に関しては昭和43年８月にその実施が

合意された。平成13年度は、日韓農林水産技術協力委

員会（第34次会議）がソウルで開催され、農林水産技

術会議関係からは１名が参加した。また、昭和60年12

月に締結された日韓科学技術協力協定に基づく委員会

は、これまで11回開催されている。

⑷　その他（仏、英、露他）

　現在我が国と科学技術協力協定等を締結し、研究者

の交流や情報交換を行っている国は37カ国である。

　平成13年度には、オーストラリア、ロシア、オラン

ダ、フィンランド、チェコ、ハンガリー、イギリス等

との間で同協定に基づく委員会等が開催された。

２　多国間交流（CGIAR）

　国際農業研究協議グループ（CGIAR）年次総会（平

成13年10月、ワシントン）に参加するとともに、傘下

の機関の日本人理事による意見交換会（平成14年２月）

を開催した。

３　国際協力事業団（JICA）を通じた技術協力

　平成13年度においては、農林水産技術会議関係か

らは、計795名の専門家を派遣した。専門分野別では、

農業土木、土壌肥料、病害虫、家畜衛生が主となって

いる。なお、そのうち、長期派遣専門家は13名である。

また、海外研修員は、計110名を受け入れた。
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第１節　地方農政局の強化

１　機構及び定員

　地方農政局では、地域段階において食料・農業・農

村に関する施策を実施しており、また、直轄公共事業

の施工主体でもあることから、行政機関の保有する情

報の公開に関する法律の施行、新しい入札・契約方式

の導入に対する適切な対応が必要である。また、食料・

農業・農村基本計画に沿って、地域段階において施策

を適切に実施していくため、それらの分野に係る組織

の強化に重点を置いた整備を行った。（表１）

　定員については、平成12年度末において地方農政局

全体で10,804人であったが、「新たな府省の再編以降

の定員管理について（平成12年７月18日閣議決定）」

に基づき、113人（本局32人、統計情報事務所・出張

所51人、国営土地改良事業所30人）を削減し、結果と

して、平成13年度末定員は10,711人となった。（表２）

　なお、国営土地改良事業所については、事業の着手、

完了等に伴い、平成13年度末までに、８事業所を新設

する一方、８事業所を廃止した。（表３）
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表２　定員関係

表１　地方農政局（本局）の組織の整備

表３　13年度に新設または廃止した事業（事務）所
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２　委譲補助金

　農林水産省所管の補助金等については、全国段階の

団体に対する補助金、緊急的に対処する補助金等の一

部のものを除き、平成13年４月13日農林水産省告示第

536号をもってその交付事務を地方農政局長に委譲し

ている。

　地方農政局長に交付事務を委譲した補助金等の額

（一般会計）は、平成13年度においては１兆353億円で

あり、これを本省各局別に見ると表４のとおりである。

第２節　地域農政の推進

１　東北農政局

⑴　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成13年の東北６県の鉱工業生産指数は、情報化関

連品目の需要が大幅に減少したこと等により、生産

105.7（前年比11.8％で３年ぶりに低下）、出荷110.6（前

年比11.6％低下）とも大幅に低下した。

　一方、食料品・たばこ工業については、生産指数が

100.0（前年比0.9%上昇）、出荷指数も100.1（前年比

0.3%低下）でほぼ横ばいであった。

　個人消費をみると、大型小売店販売額は前年比2.1％

減と４年連続の低下となったが、そのうちスーパー

は主力である飲食料品が好調であったことから前年比

0.3%増で２年ぶりに上昇した。

　雇用は、有効求人倍率の減少が続き、12月には0.38

倍になるなど、全国（0.51倍）と比較しても厳しい状

況が続いた（年平均0.49倍）。

　イ　農家経済の動向

　平成13年の農業所得は、農業経営費が増加したも

のの、農業粗収益が稲作、野菜等の収入の増加から、

101万円と、前年比2.5％増となった。農外所得は、労

賃棒給手当等が景気低迷の影響から減少し、前年比

3.7％減の464万円となった。農業所得及び農外所得に

年金・被贈等の収入を加えた農家総所得は762万円（前

年比1.9％減）となった。

⑵　農業生産の動向

　ア　水稲

　平成13年産水稲の作付面積は、前年産に比べ3.7％

減少し、43万7,900haとなった。品種別作付面積は、「ひ

とめぼれ」、「あきたこまち」、「コシヒカリ」の順となっ

ている。

　生育期間中の天候は、７月下旬前半までおおむね順

調に推移したが、７月下旬後半から８月中下旬にかけ

て低温、日照不足となり、いもち病の発生や一部褐変

籾の発生等により稔実障害もみられた。しかしながら、

防除の徹底と９月の天候回復により、登熟は順調に

推移したため、作況指数は102の「やや良」となった。

10ａ当たりの収量は561kg、収穫量は2,456千ｔとなり、

それぞれ前年を下回った。

　品質については、７月下旬までの高温条件により品

質低下の要因となる斑点米カメムシ類の発生がみられ

たものの、適切な防除により、１等米比率は前年を上

回った。

　被害については、太平洋沿岸北部で登熟初期の低温・

日照不足による障害不稔・粒肥大の抑制、また褐変籾

の発生が見られたほか、日本海側では台風による倒伏・

穂発芽が見られたものの、冷害・風水害が平年を大き

く下回ったため、全体では平年を下回った。

　イ　麦

　平成13年産麦（４麦計）の作付面積は、「水田を中

心とした土地利用型農業活性化対策」の推進を背景と

した作付けの増加により、前年産に比べ1,900ha増加

して9,310ha（前年比126％）となった。麦種別にみる

と、小麦は前年産に比べ1,460ha、六条大麦は450ha

のそれぞれ増加となった。
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　作況指数は、小麦が90の「不良」（246kg /10ａ）、六

条大麦が79の「不良」（243kg /10ａ）、収穫量は、小

麦が作付面積の増加により1万6,700ｔ（前年比120％）、

六条大麦が6,160ｔ（同103％）となった。

　１等麦比率は、小麦が49.7％（前年比25.9ポイント

減）、六条大麦が3.0％（前年比4.6ポイント減）で、全

国と比較すると、いずれも低い水準となっている。

　ウ　大豆

　平成13年産大豆の作付面積は、水田農業経営確立対

策等の取組みにより、水田作大豆が大幅に増加したこ

とから、前年産に比べ6,800ha増加し３万6,300haと

なり、東北は全国の25％を占めるまでに拡大した。

　平成13年は７月下旬後半以降の日照不足があったも

のの、全般的に天候に恵まれたことから、作況指数は

107の「良」（179kg /10ａ）となった。収穫量は、作柄

が良かったことに加え、作付面積が増えたことから、

６万4,900ｔ（前年比119％）となった。

　品質は、ほとんどの県で２等以上の比率が高まり、

63.7％と前年を12.1ポイント上回り、全国より高い水

準となった。

　エ　野菜

　平成13年産指定野菜（14品目）の作付面積は、高齢

化、労働力不足等により、前年を1,800ha下回る４万

1,100ha（前年比96％）となった。

　指定野菜の収穫量は、作柄はおおむね平年並みで

あったものの、作付面積が減少したことから111万

1,000ｔ（前年比99％）となった。出荷量は71万ｔ（前

年比99％）であった。

　品目別にみると、ほうれんそう、レタスは生育が順

調であったことから、収穫量・出荷量とも作柄不良で

あった前年を上回った。にんじん、キャベツ、きゅう

りは作付面積が減少したことにより、収穫量・出荷量

とも前年を下回った。だいこん、はくさい、ねぎ、ト

マトは前年並みとなった。

　仙台市中央卸売市場における指定野菜の平均価格は、

一部の品目で前年を下回ったものの、おおむね前年を

上回り、前年比105.8％の147円 /kgとなった。

　オ　果樹

　平成13年産の主要果樹10品目の結果樹面積は、改植

や新植された西洋なし、おうとうが結果樹齢に達し

たことから増加したものの、結果樹面積の６割強を占

めるりんごのほか、もも、日本なし、ぶどう、くり等

が減少し、全体ではほぼ横ばいの５万200ha（前年比

1.4％減）となった。

　収穫量は、前年に比べ増加し、90万7,300ｔ（同

16.4％増）となった。また、出荷量は80万4,900ｔ（同

16.2％増）と前年を大幅に上回った。

　仙台市中央卸売市場における主要果樹の年平均卸売

価格は、りんごは入荷量が大幅に増加したことから前

年を大きく下回った。ぶどう、もも、日本なしは長引

く経済不況による消費の低迷等から前年を下回る結果

となった。

　カ　花き

　平成13年産の花きの作付（収穫）面積は、切り花類

が2,120ha（前年比40ha減）、球根類22ha（前年比８

ha減）、鉢もの類１万3,500ａ（700ａ増）、花壇用苗

もの類１万5,300ａ（前年比600ａ増）であった。

　キ　畜産

　平成14年２月１日現在の飼養戸数は、乳用牛で5,010

戸（前年比4.0％減）、肉用牛で３万300戸（同5.3％減）、

豚で1,680戸（同12.5％減）、採卵鶏で360戸（前年並み）

となった。飼養頭羽数は、乳用牛で15万7,600頭（同

0.8％減）、肉用牛で43万900頭（同1.2％増）、豚で160

万3,000頭（同0.9％減）、採卵鶏で1,808万3,000羽（同

1.4％減）となった。また、１戸当たりの飼養頭羽数は、

採卵鶏が前年比99％となったが、他の畜種はいずれも

増加している。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食の安全と安心の確保

　⑵ア　牛海綿状脳症（BSE）への対応

　BSEの発生を受け、畜産物の流通、消費者等に係

る無用の混乱の防止と管内における防疫推進に資する

ため、生産経営部長を議長とする「東北農政局牛海綿

状脳症（BSE）対策連絡会議」を設置した。また、局長、

次長等局幹部が管内６県知事、400市町村長を訪問し、

安全な牛肉しか出回らないシステムの確立等関連対策

の説明、学校給食での牛肉使用の要請、さらに食肉市

場、食肉関係組合、大手スーパー及び生協等の市場・

流通関係機関に対する説明を行い、牛肉の安全性につ

いて理解を求めた。

　さらに、直接消費者に牛肉の安全性をアピールする

ため、「牛海綿状脳症（BSE）と食肉を考えるセミナー」

を開催するとともに、店頭掲示用ポスター及び消費者

配付用レシピ集「安全！安心！国産牛肉（Ｊビーフ）」

を作成・配布した。

　国産牛肉の安全と安心を確保するためには、正確な

情報を的確に提供していくことが重要であり、引き続

き、東北農政局のホームページ、メールマガジン、広

報誌「土と水と、人間と」等を活用し情報の提供を行っ

ていくこととしている。

　⑵イ　食品表示

　平成11年のJAS法改正により、すべての生鮮食品
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に原産地等の表示が義務づけられたが、平成13年度は

偽装表示が相次いだ。

　具体的には、畜産物や水産物において、ブランド的

価値を有する産地名への偽装及び輸入品を国産品に偽

装するなどの事例があった。

　このため、14年２月15日に食品表示に関する消費者

の信頼確保等を図るため、「食品表示110番」を設置し

た。設置から３月末までの短期間に25件の通報等があ

り、特に、食肉に関する通報等が多かった。

　また、平成14年３月18日に東北農政局において、管

内６県及び仙台市・JAS法・食品衛生法担当者、国の

関係機関を集めた、東北ブロック食品表示担当者会議

を開催し、食品の表示情報に係る連携体制を確立する

ことを確認した。

　また、表示制度を周知徹底するための研修会を管内

で開催した。

　イ　食農教育の実践

　東北農政局では、関係機関とともに「東北地域食農

教育応援団」を結成し、次世代を担う子ども達に「食

の大切さ」や「農業・農村が担う役割や機能」につい

て理解を深めてもらうための食農教育を推進している。

　平成13年度は、小中学校での授業、消費者が行う勉

強会・研修会等で使用する教材の提供や出前講座など

の支援活動を行うとともに、食、農、教育の関係者を

委員とする「食農教育懇談会」を開催し、小中学校に

おける農業・農村体験学習を効果的に進めるための方

策等について検討を行った。

　東北地域の小中学校においては、「総合的な学習の

時間」などで農林水産業に関する学習や体験学習に取

り組むための技術や知識、情報などが不足しており、

東北農政局の支援活動に対する期待が大きいことから、

より一層の支援活動の充実が求められている。

⑷　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進及び農業施策の浸透を図るた

め、管内６県主務部長会議、市町村長懇談会、東北農

政局長と地域関係者との現地座談会等を行った。また、

地域における食料・農業・農村の発展のための提言を

いただき、今後の農政の推進に資するため、管内の有

識者等を構成員とする東北地域農政懇談会を開催し、

①土地利用型農業のあり方、②担い手対策、③新たな

流通システムの確立、④施策実施方法の改革について

取りまとめた。

　また、行政と研究の連絡を密にするための「行政研

究連絡会議」や水稲の「東北地域水稲安定生産推進連

絡協議会」を東北農政局、東北農業研究センター、仙

台管区気象台及び各県の関係機関の参画のもとに開催

した。

　その他、東北大学と連携して東北管内の中山間地域

を対象に詳細なモデル調査を行い、今後の方向につい

て検討を行った。

⑸　広報活動

　管内の農業の動向、農政に関する施策の普及浸透を

図るため、「東北食料・農業・農村情勢報告」をはじめ、

各種会議の情報、統計情報等について記者発表を行っ

たほか、東北地域農政懇談会、市町村長懇談会等主要

会議を公開で実施した。

　隔月発行の広報誌「土と水と、人間と」（東北農政

だより）や東北の農業・農村の現状等を図表等で紹介

した「東北農業のすがた」を作成し、各自治体、農業

関係団体、消費者等へ広く配布したほか、民放ラジオ

局６局を通じて「まちからむらから～農政局ダイヤル

～」を８回放送し、農政局の施策等を紹介した。また、

農政に関する情報を迅速に伝えるべく、メールマガジ

ン「東北農政の動き」を毎週配信し、平成13年度で43

回の情報発信を行った。

　なお、ホームページや電子メール等インターネット

を活用し、幅広い層と農政関係情報の受発信を行って

いる。

　管内の統計情報組織（42か所）に農林水産業に関す

る総合的な情報提供・照会窓口「農林水産情報セン

ター」を設置し、生産者、消費者をはじめとした国民

各層の情報ニーズ、各種照会等に対応している。

２　関東農政局

⑴　地域及び農業経済の動向

　ア　地域経済

　管内の経済情勢をみると、個人消費は、一部に持ち

直しの動きが見られるものの、総じて弱含んでいる。

住宅建設を新設住宅着工戸数でみると、持家は減少し

ており、分譲は跛行的に推移しているものの、貸家は

堅調に推移しており、全体としては横ばいとなってい

る。設備投資は減少している。公共事業は、総じて低

調に推移している。輸出は、減少しているものの、下

げ止まりつつある。

　このように、管内経済は、依然厳しい状況にあるも

のの、一部に下げ止まりの動きが見られる。

　イ　農家経済

　平成13年の販売農家１戸当たりの農業所得は129万

円で、稲作や果樹等の収入が減少したことから前年に

比べて9.1％減少した。

　農外所得は、503万円で、景気低迷による給与収入

等の減少により前年に比べ6.4％減少した。
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　年金・被贈等の収入は、216万円で前年並みとなった。

この結果、農家総所得は847万円で前年に比べ5.3％減

少した。

⑵　農業生産の動向

　ア　水田を中心とした土地利用型作物

　管内における13年産の水稲の作付面積は、前年より

7,000ha減少し、327,700ha生産量は1,732,000ｔ（対

前年比96％）となった。

　品種は「コシヒカリ」が作付面積の6割を占めてい

るが、近年作付け集中の回避と良食味品種の群馬県の

「ゴロピカリ」や千葉県の「ふさおとめ」等の各県主

要品種への転換が図られているものの消費者ニーズや

販売価格の影響で「コシヒカリ」の作付けが微増傾向

にある。

　13年産の４麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦）

合計の作付面積（子実用）は、48,400haとやや増加（対

前年産比108％）したが、作柄の不良により収穫量は、

178,600ｔ（同97％）とやや減少した。

　13年産大豆の管内の作付面積は、18,000haで平成

７年産より7,300ha増加し、収穫量は33,800ｔ（同

108％）と作付面積に伴って増加した。

　生産量の増加に伴い学校給食への提供等地場生産・

地場消費の取組も行われており、国産大豆は輸入品に

比べて食味が優れている等で実需者の評価が高いが、

供給の不安定、品質の不均一性等が課題となっている。

　イ　園芸作物

　管内の13年産の主要野菜（14品目）の作付面積は、

108,000ha（対前年比97.8％）で、収穫量は、3,819,000

ｔ、出荷量も、3,157,000ｔと価格の低迷や労働力不

足等により、全体的に減少傾向にある。

　13年産果樹の栽培面積は、前年産に比べ1.5％減少

して63,800haであり、主要果実の収穫量は、生育が

概ね順調に推移したうんしゅうみかんが182,000ｔ（対

前年比104.0%）、りんごが201,000ｔ（同101.2%）で

あり、春先や夏期の気象被害の大きかった日本なしが

144,800ｔ（同84.1%）、ぶどうが90,900ｔ（同93.8%）

であった。

　管内の13年の花きの生産は、価格の低迷等により切

り花及び球根で作付（収穫）面積がそれぞれ97.0％、

87.0％と前年を下回ったが、鉢物類や花壇用苗もの類

は、家庭園芸の浸透が順調なため作付け（収穫）面積

はそれぞれ100.6％、101.2％と前年を上回った。

　管内主産県（静岡県及び埼玉県）の平成13年産の茶

の生産は、栽培面積22,100ha（同99％）、荒茶生産量

40,100ｔ（同99％）で全国の約5割の生産を占めており、

緑茶ドリンクや茶の効能等の普及により消費面で堅調

に推移している。また、管内の養蚕は、全国の繭生産

の約７割（723ｔ）を占めているが、後継者不足等に

より農家戸数（対前年比84％）、桑栽培面積（同81％）、

収繭量（同84％）と大幅に減少している。

　ウ　畜産・飼料作物

　平成14年２月１日現在の乳用牛飼養頭数は30万５千

頭（同99.4％）、生乳生産量は164万５千ｔ（同97.2％）、

肉用牛飼養頭数は39万２千頭（同98.3％）、豚飼養頭

数は267万２千頭（同98.9％）、採卵鶏飼養羽数は3,365

万４千羽（同97.4％）とそれぞれ減少したが、依然と

して一戸当たりの規模拡大傾向が続いている。また、

飼料作物の作付面積は約５万ha（同98.8％）であっ

たが、転作飼料作物は対前年比3.5％増加した。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　国民参加型農政の展開と食農教育の取組

　地域における農政上の課題等に対して地元農業関係

者・消費者・関係団体等と直接意見を交換する「意見

交換会」、「車座座談会」を開催した。また、ITを活

用した住民参加型のネットワーク「あぐりテーブル関

東」（平成14年３月現在約3,600名の会員）を活用し、

メールマガジンの発出（毎月２回）、ウェブアンケート、

電子会議室、電子掲示板等により、行政情報及び関東

地域の食料・農業・農村等に関する情報の迅速な提供

や国民参加型の幅広い意見収集・交換に努めた。

　また、食農教育の推進のため、①『「食」・「農」学

習実施アイデア集』の充実・普及等、子ども達や学校・

教育関係者に対する食料・農業・農村に関する学習促

進のための情報提供、②「農業・農村アドバイザーリ

スト」や見学が可能な卸売市場、食品工場、畜産物加工・

家畜とのふれあい牧場、体験宿泊施設等のリストの作

成等、地域住民による学習援助のための環境整備、③

農政局職員の小中学校の授業への派遣（出前講座）等

を、関係機関との連携の上行っている。

　イ　食料自給率と食の安全性をめぐる取組

　食料自給率向上のため、管内すべての都県で地域の

条件と特色を踏まえた生産努力目標が策定され、目標

達成のために例えば栃木県では、県内８地域の農業振

興事務所ごとに「地域プロジェクト」を策定するとと

もに、県民参加による「食と農の理解促進」特別プロ

ジェクトとして① ITを活用した情報提供等、②食と

農のふれあいの場の提供、③「ごはんを食べよう県民

運動」の展開等の活動が開始された。

　また、BSEの発生に伴う風評被害等の防止のため、

ホームページ等を通じた消費者への情報提供や地方自

治体や学校関係者等に対する説明、消費回復への要請

行動、シンポジウム開催等を実施した。
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　この他、JAS法の周知をはじめ、立入検査、「食品

表示110番」窓口の設置、食肉実態調査などを各機関・

都県と連携して実施した。

　ウ　水田を中心とした土地利用型農業活性化対策の

推進

　米の計画生産と水田を有効活用した麦・大豆・飼料

作物等の本格的生産振興を図るため、関東ブロック水

田農業推進協議会における関係者との協力の下、「水

田農業経営確立運動」を展開し、群馬県において関東

各地の取組事例紹介と意見交換を行う「土地利用型農

業実践報告会」を開催した。

　エ　都市農業の振興

　平成12年に公表した都市農業検討会報告書の趣旨を

広く国民に伝えるとともに、今後の都市農業振興の

ため、都市農業座談会（あぜみち講）に加え、農業団

体・行政組織等との意見交換会の開催、インターネッ

トを利用したウェブアンケート、電子会議室による意

見交換を行ったほか地方自治体の取組を支援するため

の「都市農業振興のための事例集」を取りまとめ関係

者に配布した。

　オ　環境に配慮した農業農村整備

　農業農村整備事業の実施に当たっては、新基本計画

に掲げられた目標達成のため着実に実施するとともに、

平成13年６月に改正された土地改良法の趣旨に基づき、

従来にも増して環境との調和に配慮しつつ、国民の視

点に立った事業運営を進めることが必要である。この

ためには、先進的事例の普及や国民に対する情報発信

が重要となることから、平成13年度には、環境に配慮

した３つのモデル地域を選定し、その内容をホーム

ページに掲載して情報提供を行なった。今後は、環境

に配慮した先進的事例の集積を図り、それらの内容を

ホームページに掲載するとともに、市町村による田園

環境整備マスタープランの策定を推進し、これと整合

性を図りつつ環境との調和に配慮した事業の推進を図

ることとしている。

⑷　関係諸機関との連携強化

　地域農政の推進に資するため、管内農政主管部長会

議、市町村長懇談会等を開催し、管内農業情勢の現状

と課題等について意見交換を行った。

⑸　広報活動

　管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸

透を図るため、「関東農業情勢報告」、各種統計資料及

び「関東の農業」を作成・公表し、一般消費者や都県

関係者及び報道関係者等に管内の農業・農村を紹介し

た。

　また、広報誌「いぶき」（季刊）を年４回発行し都県、

市町村、農業団体等をはじめ、公立図書館、各種モニ

ター、会議参加者などに配布した。並びに、農林漁業

現地情報「むらとまちの話題」を毎月発行・配布した。

　さらに、平成10年度に開設した関東農政局ホーム

ページでは、トップページをリニューアルし利用者が

活用しやすいように工夫を凝らし、農政の施策の紹介、

各種情報の提供などを迅速に提供を行うなど、農政の

情報の積極的な発信に取り組んだ。

　この他、一般消費者等を対象としたラジオ番組「関

東農政局だより」（全６回）を放送した。合同庁舎内

の「消費者の部屋」では、特別展示コーナーを設け、

毎月各部の協力で特色ある展示を12回開催し、広く消

費者に普及活動や情報提供を行っている。

３　北陸農政局

⑴　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成13年の北陸経済は、生産が減少し、企業の景況

感も厳しくなっているなど、景気はこのところ弱含ん

でいる。個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いて

いるが、住宅建設は、やや低調に推移しており、公共

事業は、引き続き前年を下回っている。

　他方、設備投資は、製造業で前年をやや上回る計画

となっており、企業収益は、製造業、非製造業とも増

益見通しとなっている。企業倒産は、やや高い水準で

推移しており、雇用情勢は、これまでの緩やかな改善

に足踏みがみられる。

　イ　農家経済

　平成13年の農家経済の動向をみると、農業所得は60

万円で前年に比べ1.8％増加した。

　これは、農業経営費が農機具・農用自動車の装備拡

充から、賃借料・料金がカントリー施設等の利用拡大

により増加したものの、農業粗収益の７割を占める稲

作収入が収穫量の増加や稲作経営安定対策の受取金の

増加から、農業経営費を上回って増加したためである。

　また、農外所得は、農外収入の主体をなす労賃俸

給手当等の収入が景気の低迷等により626万円となり、

前年に比べ3.2％減少した。

　一方、年金・被贈扶助等の収入は231万円で、前年

に比べ2.8％増加した。

　この結果、農家総所得は918万円となり、前年に比

べ1.4％減少した。

⑵　農業生産の動向

　ア　水稲

　平成13年産水稲の作付面積（青刈り面積控除後）は、

主に生産調整の緊急拡大による麦類・大豆等への転換
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があったため、前年産に比べて6,100ha減少し、21万

4,200haとなった。作柄は、もみ数がやや多かったこ

とから作況指数104の「やや良」となり、10ａ当たり

収量は前年産を８kg（1.5％）上回る545kgであった。

この結果、収穫量は116万8,000ｔで、前年に比べて

１万4,000ｔ（1.2％）減少した。

　品種別作付面積割合は，コシヒカリが前年を1.4ポ

イント上回る79.2％で、ゆきの精（新潟）・能登ひか

り（石川）・ハナエチゼン（福井）等の早生品種は減

少した。

　イ　麦・大豆

　平成13年産六条大麦（子実用）の作付面積は、「水

田を中心とした土地利用型農業活性化対策」の推進及

び「平成12年緊急総合米対策」により、各県で作付け

が増加し、前年産に比べ29.4％増の7,000haとなった。

　作柄は、穂数がやや多く、登熟は順調でやや良となっ

たことから、作況指数104の「やや良」となり、10ａ

当たり収量は317kgであった。

　なお、富山は登熟が伸びず「平年並み」となった。

　平成13年産大豆（乾燥子実）の作付面積は、「水田

を中心とした土地利用型農業活性化対策」の推進及び

「平成12年緊急総合米対策」により、各県で作付けが

増加し、前年産に比べ20.7％増の１万8,000haとなった。

　作柄は着さや数が多く、登熟は順調でやや良となっ

たことから作況指数は111の「良」となり、10ａ当た

り収量は195kgであった。

　なお、着さや数がやや少なかった富山は「やや不良」

となった。

　ウ　野菜

　平成13年産野菜（指定野菜14品目）の作付面積は、

主に生産者の労力事情等により根菜類等を中心に、前

年産に比べて3.4％減の１万4,200haとなった。収穫量

は、だいこん、キャベツ等の主要野菜の作柄は前年並

みとなったものの、作付面積が減少し、前年産に比べ

て2.9％減の32万800ｔとなった。

　エ　花き

　平成13年産花きの作付（収穫）面積は、切り花類

591ha、球根類461ha、鉢もの類112ha、花壇用苗も

の類38haであった。これを前年産と比べると球根類

は７％減少したものの、花壇用苗もの類がガーデニン

グの普及による家庭園芸用等の需要が堅調なため７％

増加した。

　オ　畜産

　平成14年２月１日現在における乳用牛、肉用牛、豚、

採卵鶏の飼養戸数は飼養者の高齢化や後継者不足等に

より前年に比べ減少した。

　一方、飼養頭羽数は乳用牛、採卵鶏が前年に比べ減

少し、肉用牛は前年並み、豚はわずかに増加した。

　また、１戸当たり飼養頭羽数は小規模階層の減少等

により全畜種で前年並みから前年を上回った。

⑶　食料・農業・農村基本法に関連した農政局の取組

　「食料・農業・農村基本法」に掲げられた基本理念や、

施策の基本方向を具体化した「食料・農業・農村基本

計画」に定められた食料自給率の目標の達成をはじめ

とした基本計画の実現を図るため、農政局独自の取組

として12年９月に決定した「北陸農政局アクションプ

ログラム」を13年７月に改訂し、新たな活動に取り組

んだ。

　具体的には、地域の実態に根ざした「現場主義の徹

底」の観点から、管内各層との意見交換会や北陸地域

情報受発信システム等を通じた管内各層からの提案や

意見の聴取、ホームページやメールマガジンを活用し

た農業関係者や一般消費者への食料・農業・農村情報

の提供、農政局の重点推進事項に関する局内横断的な

取組であるプロジェクトチームによる活動等を通じて、

農政局独自の取組の強化を図った。

　ア　地方公共団体及び関係団体との施策提案会等の

実施

　⑵ア　「農政相談所」を窓口とした「施策提案会」を

計53回実施し（管内各県、市町村、土地改良区等）、

地域農政の推進のための意見交換を行った。

　⑵イ　管内農林・農地部長会議を開催し、第１回（８月）

では各県の特徴的な動き等を聴取した。第２回（２月）

では農政局及び県の政策提案について討議を行った。

　イ　地域各層との意見交換の場の設定

　⑵ア　北陸地域農政懇談会を開催し、第１回（９月）

では食料・農業・農村に関する意見交換を行った。第

２回（３月）では「行動計画」の取組状況等について

意見交換を行った。

　⑵イ　管内４県農協中央会との意見交換会を開催し

（第１回：10月、第２回：２月）、農政局の政策提案や

本省が検討している農業施策に対する中央会の意見を

聴取した。

　⑵ウ　農業法人協会との意見交換会を開催し（第１回：

８月、第２回：２月）、農政局の政策提案や本省が検

討している農業施策に対する農業法人の意見を聴取し

た。

　⑵エ　地域リーダー・有識者との意見交換会を13年６

月より開始し（毎月開催、計10回）、講師として集落

営農を専門とする中小企業診断士など幅広い分野から

有識者等を招聘して意見交換を行った。

　⑵オ　局長・次長出前講座「活き生きトーク」を14年

－ 266 － － 267 －



第８章　地 方 農 政 局 第８章　地 方 農 政 局

地
方
農
政
局

２月より開始し（計２回）、農業現場に出向いて中核

農業者等に最新の食料・農業・農村情勢を説明すると

ともに、意見交換を行った。

　⑵カ　農業者や一般消費者に対して最新の食料・農業・

農村情報を提供する「出前講座」を随時開催した（計

19ヶ所）。

　⑵キ　14年２月に「福井県教育関係者との懇談会」を

開催し、「食」や「農」に関する学校教育に取り組む

小学校教諭等と意見交換を行った。

　⑵ク　14年２月から３月にかけて、管内各県において

「消費者との懇談会」を開催し、農林水産行政に対す

る消費者の意見等について聴取した。

　ウ　情報の収集、蓄積及び活用

　⑵ア　北陸地域情報受発信システムの実施

　統計情報組織等地域における情報収集活動で得た質

問等について、局全体で共有するデータベース「北陸

地域情報」に294件蓄積して業務に活用するとともに、

統計情報組織が収集した質問については、担当部局で

回答を作成し、収集者が直接出向いて速やかに回答す

る体制を構築した。

　⑵イ　有識者・関係者との情報交換ネットの構築

　13年８月に北陸農政局メールマガジン「あぐりネッ

ト北陸」を創刊するとともに、ホームページに新たに

「BSE情報コーナー」（13年10月）、「活き生きトークコー

ナー」（14年２月）、「各部コーナー」「食生活コーナー」

「農林水産情報センターコーナー」（以上、14年３月）

を設置した。

　エ　取り組みを進める上での体制の整備

　新たに５つのプロジェクトチーム（PT）を設置し、

現場に出向いて特徴的な取組や課題を聴取する等に

より活動を行った。推進状況については、２ヶ月ごと

に新基本法農政推進本部において推進状況のフォロー

アップを行い、取組の加速化を図った。なお、活動成

果はPTごとに報告書等に取りまとめ、年度末に公表

した。

　⑵ア　地域農業マネージメントシステム検討PT

　地域農業マネージメントシステムについて、現地の

実態を詳細に調査把握する方法により現状及び課題を

整理・分析を行うことを目的として活動を行った。

　⑵イ　食生活指針推進PT

　国民の健康の増進、生活の質の向上、食料の安定供

給を図るため、「食生活指針」の普及啓発を行うとと

もに、地域の特性を踏まえた食生活の改善の具体的な

方策等を検討することを目的として活動を行った。

　⑵ウ　男女共同参画推進PT

　男女共同参画の実態把握、男女共同参画に係る情報

の提供、北陸農政局職員を含む地域住民の意識の向上、

農村女性のネットワーク化の促進等について検討する

ことを目的として活動を行った。

　⑵エ　土地改良施設の多面的機能PT

　北陸における多面的機能の経済的評価や土地改良施

設の多面的機能の発揮の状況をとりまとめるとともに、

これらの成果を活用し、国民に対する啓発活動を積極

的に推進することを目的として活動を行った。

　⑵オ　情報受発信PT

　食料・農業・農村に関する国民の理解を図り、国民

参加型農政の展開に資するため、効果的な情報提供材

料の収集・作成を行い、食料・農業・農村に関する普

及啓発活動を推進することを目的として活動を行った。

　オ　地方農政局が行う評価の実施

　⑵ア　重点推進事項の考え方

　５つのPTを13年度の局の重点推進事項に決定し、

可能な限り定量的な目標値を設定して重点的取組を推

進した。

　⑵イ　重点推進事項の評価

　PTの進捗状況については、数ヶ月おきにフォロー

アップを行い、「北陸地域農政懇談会」の意見を聴い

た上で14年８月に評価を実施する予定としている。評

価結果は14年９月の地方農政局長等会議において公表

するとともに、14年度の業務に反映することとしてい

る。

⑷　広報活動

　「食料・農業・農村基本計画」や「食生活指針」な

どの更なる推進を図るともに、一般市民の理解と協力

を得るため、細やかな情報の発信と積極的かつ幅広い

広報活動を展開した。

　ア　報道機関対応

　「北陸農業情勢報告」をはじめ管内の農業動向、各

種調査結果、主要施策等について随時公表を行うとと

もに、農政担当記者との情報交換の場として、石川地

区（金沢市）及び新潟地区（新潟市）において記者懇

談会を毎月開催したほか、11月に新潟地区、石川地区

において北陸農政局が施工中の事業を視察する現地意

見交換会を実施するなど一般市民へのタイムリーな情

報提供に努めた。

　イ　食農教育の対応

　子ども達が「食」と「農」に対する理解と関心を深

めるため、各小学校の要望に応じた「出前教室」を年

間を通じて22回実施した。

　また、管内の各県、各市町村の教育委員会及び小学

校に北陸情報マップ「情報まんさい」、参考資料「未

来を育む食農教育」を配布した。
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　ウ　広報誌の発行

　広報誌「のうせい北陸」を年４回、タイムリーな情

報を発信するための「のうせい北陸」の特集号（BSE

への取組）や「のうせい北陸ミニ」のWTO特集を発

行し、市町村、農業団体、消費者団体、経済団体、教

育関係機関等に対して新基本法など様々な農政情報を

提供するとともに、北陸農業と農村の現状を図表等で

紹介した「北陸農業の姿」、「ほくりく食料・農業・農

村の概要」を発行した。

　エ　ラジオ放送

　ラジオ番組「北陸農政局だより」を民放４局で８回

にわたり放送、食料・農業・農村基本計画の概要と各

種関連施策について、管内各地ですでに取り組まれて

いる先進的な優良事例を現地の声を交えて紹介した。

４　東海農政局

⑴　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　生産活動は、自動車について輸出向けを中心とした

増加の動きがみられるものの、IT関連需要の低迷や

設備投資の減少などから、引き続き低下傾向となって

いる。個人消費は、大型小売店販売が一進一退となっ

ているものの、乗用車販売が弱含みとなっているなど、

全体としては弱含みとなっている。設備投資は、引き

続き減少傾向となっている。また、公共投資は前年度

を下回る水準で推移しており、住宅投資は減少傾向と

なっている。なお、雇用情勢は、引き続き厳しい状況

となっている。

　イ　農家経済

　平成13年販売農家１戸当りの農業所得は、野菜・稲

作などの収入の減少により農業粗収益が前年比1.0％

減の342万円となったことから前年比2.3％減の101万

円となった。農外所得は、農外収入の大部分を占める

労賃・俸給手当などの収入が減少したことから前年比

5.1％減の583万円となった。年金被贈等の収入は前年

比6.9％増の233万円となった。農家総所得は、年金・

被贈等の収入が増加したものの、農業所得と農外所得

を加えた農家所得が減少したため、前年比2.0％減の

918万円となった。

⑵　農業生産の動向

　ア　水稲

　平成13年産水稲の作付面積は、水田農業経営確立対

策の推進により前年産比2.2％減の９万2,700haとなっ

た。作柄は作況指数104の「やや良」で、10ａ当たり

収量は501kgとなり、収穫量は前年産比2.3％減の46万

4,700ｔとなった。

　品種別に見ると、コシヒカリが43.3％を占め、次い

でハツシモ10.5％、あいちのかおり10.0％、キヌヒカ

リ6.4％、祭り晴4.1％となり、これら上位５品種で全

体の７割を占めた。

　イ　小麦

　平成13年産の小麦の作付面積は、水田農業経営確立

対策により前年産比22.6％増の１万2,510haとなった。

田畑別にみると、畑作はわずか1.6％で大部分は水田

作が占めている。10ａ当たり収量は前年産比19.2％

減の290kgとなった。収穫量は前年産比0.9％減の3万

6,280ｔとなった。

　ウ　大豆

　平成13年産の大豆の作付面積は、前年産比20.2％増

の8,210haとなった。10ａ当たり収量は作況指数107

の「良」で150kgとなったが、全国の188kgと比較する

と依然として大きく下回っている。

　収穫量は、作付面積が大幅に増加したことから、前

年産比45.1％増の１万2,250ｔとなった。品種別の作

付面積割合をみると、豆腐用需給向きのフクユタカが

93.0％と大宗を占め、次いでタマホマレ、アキシロメ

となった。

　エ　飼料作物

　平成13年の作付面積は、転廃業による作付け減に加

え、高齢化や頭数の規模拡大による飼料生産に対する

労力の不足等から減少傾向にあり、前年産比4.4％減

の6,990haとなった。収穫量は、おおむね天候に恵ま

れ生育は前年並みであったが、作付面積が減少したこ

とにより、前年産比8.6％減の33万4,890ｔとなった。

　オ　野菜・花き

　平成13年産の主要野菜の作付面積は、前年産比2.4％

減の２万7,900haとなった。収穫量は作付面積が減少

したことなどにより前年産比0.3％減の88万2,500ｔと

なった。

　平成13年産花きの作付（収穫）面積は、切り花類

2,130ha、球根類５ha、鉢もの類503ha、花壇用苗も

の類204haとなった。これを前年産と比べると、切り

花類１％、球根類１％、花壇用苗もの類が２％減少し

たが、鉢もの類は１％増加した。

　カ　畜産

　平成13年度の乳用牛の飼養戸数は、小規模層を中心

に近年減少傾向にあり前年度比3.5％減の1,110戸、飼

養頭数は、前年度比0.2％減の６万4,300頭となった。

　また、肉用牛の飼養戸数は、前年度比3.7％減の1,830

戸、飼養頭数は、前年度比0.8％減の12万8,800頭となっ

た。
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⑶　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食農教育の推進

　農業体験学習と同様に、学校給食を通して児童に農

産物や地域農業に関心や理解を深めることを目的に13

年11月に東海地域の学校給食関係者、農業団体、関係

行政機関等により「東海地域学校給食地場農産物活用

推進会議」を設置し、具体的な取組みについて検討を

行い、東海地域における学校給食への地場農産物活用

の推進方向として取りまとめた。

　東海の小学校児童の保護者を対象に、「学校での農

業体験学習に関する意識アンケート調査」を実施した。

その結果、14年度から実施される「総合的な学習の時

間」の中に農業体験学習を取り入れた方がよいと回答

した保護者は全体の７割弱を占めた。

　学校教育とは別に土日や夏休み等を利用して子ども

達に農業体験等をさせる取組みとして、農業者の有志、

農業者団体等が実施主体となって「農業小学校」とい

う名称で活動している。東海では現在４ヶ所で活動が

展開され、それぞれ地域の実情に応じて創意工夫を活

かした取組みが行われている。

　東海地域の農林水産省出先機関が連携して設置した

「MAFFとうかい食農教育応援団」では、小中学校に

おける食農教育の取組みを支援するため、食や農にか

かる情報提供や相談に対応するとともに、要望に応じ

て農政局等の職員が学校に出向き、食料や農業の講義

を行う「出前教室」等の取組みを行っており、13年度

は20の小中学校において出前教室を実施した。

　イ　農業を担う経営体の育成

　東海の認定農業者は、平成13年度末現在で6,234経

営体（前年度比10.0％増）となった。

　営農類型別では、施設野菜単一経営が13.8％、施設

花き・花木単一経営が13.5％と施設園芸での割合が高

くなっている。

　新規就農青年（新規学卒就農者、39歳以下のＵター

ン就農者及び39歳以下の新規参入就農者）数は、平成

４年以降、増加傾向であったが、平成11年をピークに

減少に転じ、平成13年は243人であった。

　内訳をみると、新規学卒就農者及び新規参入就農者

は、ほぼ横ばいに推移しているが、Ｕターン就農者は

平成12年に比べ39人減少した。

　東海における販売を目的とする農家以外の農業事業

体数は、13年は400事業体となっており、組織形態別

の割合では有限会社等の会社が45.0％で最も多く、次

いで農事組合法人が25.0％を占めている。農業法人の

うち、農業生産法人は、13年１月現在、東海で331法

人となり、組織形態別では、有限会社が212法人、次

いで農事組合法人が118法人となっている。

　ウ　農村活性化の推進

　農林業等活性化基盤整備計画を作成した市町村数は、

13年度で対象127市町村の９割に相当する113市町村と

なった。

　農産物の収穫等の体験を通じて農業・農村に親しむ

機会を提供する農業公園等交流施設については、農業

構造改善事業や山村振興事業等により整備された施設

は平成13年５月現在で118ヶ所となった。

　グリーン・ツーリズムの一環として都市住民等を受

け入れる農林漁業体験民宿については、「農山漁村滞

在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」

に基づき登録されているものが平成14年３月末現在で

29戸となった。

⑷　関係機関との連携強化

　地域農業の実情に即した農業政策の円滑な推進に資

するため、管内各県農業関係部長会議、市町村長を囲

む農政懇談会等を開催し、地域農業情勢とその問題点、

市町村の抱える農政推進上の諸問題、予算・制度等に

ついて意見交換を行った。

⑸　広報活動

　管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸

透を図るため、「東海食料・農業・農村情勢報告」を作成・

配布したほか、農林水産統計情報や各種会議の状況に

ついて随時記者発表を行った。また、農林水産省の施

策や食料・農業・農村の現状について広く紹介する広

報誌「とらいアングル」（季刊）を発行し、県・市町村、

農業団体等をはじめ、公立図書館・消費生活センター、

経済団体等に配付したほか、一般の消費者を対象に農

業・農村への理解を深めるためラジオ番組「くらしと

農業」（全13回）を放送した。

　農政局内の「消費者の部屋」では特別展示を12回開

催したほか、東海３県から多くの人が集まるイベント

会場で、「消費者の部屋出張展示」を実施し、「食生活

指針」等について普及活動や情報提供を行った。

　さらに、少人数での学習会に農政局職員が直接出向

き、食生活や食料品全般について疑問に答える「おで

かけゼミナール」を10回開催した。

　平成10年８月に開設したホームページでは、随時更

新を行い、農業・農村に関する情報のほか、消費者に

対する情報の発信を行った。アクセス件数は前年度比

45.0％増の４万2,107件（１日平均約115件）となった。

　また、14年２月から東海地域の食料・農業・農村の

情報をいち早く提供するため、メールマガジン「とう

かいほっとメール」の発信を開始し、13年度末の購読

者数は160名となっている。
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５　近畿農政局

⑴　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成13年の近畿経済にあっては、鉱工業生産が輸出

や設備投資の減少を受け、一般機械・電気機械を中心

に減少傾向が続いた。個人消費を見ると、百貨店販売

額に回復傾向が見られるもスーパー販売額は依然低調

で、家電販売はパソコンを中心に大きく減少、乗用車

（新車）販売は、昨年から続いてきた前年比プラス傾

向が秋以降落ち込んでマイナス傾向に転じた。新設住

宅着工戸数は、前年度好調であった分譲が低下、持家

の低迷が続き、賃貸が増加傾向を示すも全体には低調

で推移した。

　平成11年以降は対前年比マイナス傾向が続いている

公共投資（公共工事請負金額）は、低調ながらマイナ

ス幅が縮小し、秋以降は一時的にプラス傾向も見ら

れた。雇用情勢をみると、有効求人倍率は下落傾向が

続き、特に後半は0.5倍を割り込んだ状態で推移した。

完全失業率は６％を上回り、全国平均よりも１ポイン

ト程度高い厳しい状況が続いている。

　このように、近畿の経済動向は、全般的に低調・下

落傾向のまま推移したが、生産面等では下げ止まり・

回復の傾向を呈している。しかし、雇用情勢の悪化を

はじめ、消費の低調等、全体的には厳しい情勢が続い

ている。

　イ　農家経済

　平成13年の販売農家１戸当たり農業所得は67万４千

円で、前年に比べ13.8％減少した。これは果樹収入及

び畜産収入等の減少により、農業粗収益が4.3％減少

したことに加え、飼料費等の増加により農業経営費が

0.6％増加したことによるものである。農外所得は624

万７千円で、農外収入の大宗を占める労賃・俸給・手

当等の収入が減少したことにより、前年に比べ2.4％

減少した。また、年金・被贈等の収入は223万６千円で、

被贈収入の減少等により、前年に比べ6.6％減少した。

　この結果、農家総所得は915万６千円で、前年に比

べ4.4％減少した。

⑵　農業生産の動向

　ア　水稲

　平成13年産水稲の作付面積は11万7,500haで、前年

に比べ4,500ha（3.7％）減少した。これは、田耕地の

かい廃、「水田を中心とした土地利用型農業活性化対

策」の推進及び「緊急需給調整対策」の実施による

ものである。作柄は、作況指数が103の「やや良」で、

10ａ当たり収量は511kg、収穫量は60万500ｔとなった。

　イ　野菜

　平成13年産野菜（主要14品目）の作付面積は１万

8,400haで、前年に比べ400ha（2.1％）減少した。こ

れは、生産者の労働力不足、市場価格の低迷等によ

るものである。収穫量は62万8,200ｔ、出荷量は46万

4,400ｔで、作付面積の減少により、それぞれ7,200ｔ

（1.1％）、6,300ｔ（1.3％）減少した。

　品目別にみると、レタスが市場価格の高騰に加え、

生育も順調であったことから、作付面積、収穫量とも

増加した以外は、殆どの品目で作付面積の減少に伴い、

収穫量が減少した。

　ウ　果樹

　平成13年産果樹のうち、温州みかんの収穫量は21万

6,300ｔで、近年の表年であった平成11年に比べ７％

減少した。これは、廃園・改植等により結果樹面積が

減少したことに加え、「平成13年産うんしゅうみかん

生産出荷安定指針」に基づき、計画的な摘果が進めら

れたことによるものである。

　かきの収穫量は９万2,600ｔで、前年に比べ６％増

加した。これは、天候に恵まれ着果数がやや多かった

ことに加え、被害の発生が少なかったことによるもの

である。

　うめの収穫量は７万500ｔで、前年並みであった。

これは、結果樹面積がやや増加したものの、開花期の

低温の影響等により、結果数がやや少なかったことに

よるものである。

　エ　畜産

　平成14年２月１日現在における、家畜の飼養頭羽数

をみると、乳用牛は５万200頭、肉用牛は10万1,200頭、

豚が８万5,800頭、採卵鶏（成鶏めす）が896万7,000

羽で、乳用牛及び豚は前年並みであったものの、肉用

牛及び採卵鶏は減少した。これは、主に飼養者の高齢

化と後継者不足による、飼養の休止・廃業によるもの

である。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食農教育の推進

　「未来ある子どもたちのために～食と農と環境を考

えるフォーラム～」を開催し、教育関係者・保護者・

消費者・生産者等が一堂に会して討論を行い、食文化

の継承と地産地消の意義、食教育の重要性などの啓発

と関係者の連携強化を図っている。平成12年度より実

施している「出張講座」は、教育現場はもとより教育

関係者の研修や一般消費者等を対象とした広範に利用

され、152件の実施を行ったほか「食・農・環境学習

のすすめ～実践編～」を作成し、管内全ての小学校・

教育委員会へ配布し、食農教育の浸透を図っている。
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　イ　農業の担い手の育成・確保

　稲作については、飯米農家が多く、安定兼業先にも

恵まれていることから経営規模の拡大はなかなか進ん

でいないものの、大規模農家は増加傾向にある。稲作

ウエイトの高い府県（滋賀県、京都府、兵庫県）では、

水稲の生産性向上等を念頭に、集落を基本とした営農

組織育成に力を注いでいる。稲作以外では、小規模農

家の減少傾向は続いているが、法人等大規模経営体は

横這いないし微増傾向で推移している。認定農業者数

（延べ）は、7,763経営体（14年３月末現在）であるが、

近年、新規認定を受ける経営体数は伸び悩んでいる。

しかし、平成13年度においては、和歌山県下で果樹部

門の認定農業者が急速に増加した。市町村によって取

組姿勢の違いもあり、市町村ごとの認定状況には相当

差がある。農業生産法人数は、各府県の主要作物を主

体に増加傾向にあり、過去８年間で63法人（平成６年）

から179法人（平成14年１月１日現在）へと増加して

いる。

　ウ　多様な生産活動の担い手について

　農業サービス事業体については、水稲における集落

営農との関連もあり任意組合及び農協の形態によるも

のが大宗を占めており、会社組織によるものは僅かで

ある。兼業農家が大半を占めるという稲作構造の下で、

集落を基礎として農業機械の共同利用、作業の受委託

等による生産性の向上と転作の推進を目指した取組が

幅広く行われている。集落営農の法人化等経営の安定

性を増すよう指導しているが、現在のところ法人化し

た事例は限られている。中山間地域等においては、農

作業受託を行う市町村出資の市町村農業公社（農地保

有合理化法人）が９公社設立されている。これらの農

業公社では、採算性確保が課題となっている。担い手

不足地域においては、JAが出資した農業生産法人が

14法人設立されている。また、JAが作業受託を行う

など実質的に地域の営農に係わっている例が相当ある。

　エ　新規就農について

　若年の新規就農者は、ここ数年増加傾向にあり、13

年度は235名になった。このうちUターン就農者が

142名で最も多く、次いで新規学卒者の64名、新規参

入者が29名となっている。こうした中、「就農準備校

（近畿校）」の他、新規就農希望中高年等を対象にした

講座（京都府、奈良県）を開催するなど、新規就農促

進に向けた取組が行われている。

　オ　事業をめぐる特徴的な動き

　経営構造対策事業においては、複合アグリビジネス

の導入、地域ぐるみでの新規就農のバックアップ、リー

スによる経営体の育成、女性・高齢者の営農活動の促

進等を支援することとしている。また、本事業効果の

着実な発現に向け、農業者等関係者の自主的な合意形

成に基づく担い手への農地の利用集積、認定農業者の

育成、遊休農地の解消等の数値目標の設定、その達成

に向けた計画・プログラムの策定及び目標の達成状況

の評価を行うとともに、採択時における費用対効果分

析を行っている。事業２年目である13年度は全国98地

区、うち近畿では10地区が認定を受け、地域の実情に

即した総合的な事業展開を行っている。

　新山村振興等農林漁業特別対策事業においては、山

村等中山間地域の振興を促進するため、地域の特性を

活かした農林漁業を始めとする多様な産業の振興、山

村地域と都市との間の交流の促進とこれを支援する豊

かな自然環境の保全及び地域の担い手の確保に必要な

事業を総合的に実施している。具体的には、和歌山県

北山村で、都市から訪れた人が北山村の魅力にふれあ

える施設「おくとろ公園」を整備し、昭和40年頃まで

木材の搬出手段であった筏流しを「観光筏下り」とし

て復活させるとともに、施設を拠点に、日本で同村で

しか栽培されていない柑橘類「じゃばら」を中心とし

た地域産品の開発・販売促進に取り組んできた。この

取組により、９年に７万３千人であった交流人口が13

年には９万６千人に増加した。その結果、じゃばらの

生産意欲も高まり、13年に約100ｔ（生産額1,200万円）

であった生産量を、14年度末までに130ｔ（同1,560万

円）にする目標を設定した。また、交流・販売拠点の「お

くとろ公園」で５名の新規雇用を創出することもでき

た。このように、地域の特性を活かした交流施設を拠

点として、地域特産物の開発・販売に取り組むことで、

それぞれの効果が相乗的に高まり、生産量の増加など

農家の生産意欲の向上や、施設整備による新たな雇用

確保等、地域の活性化につながっている。

　国営事業では、奈良県中西部の五條市、吉野郡下市

町及び西吉野村で実施していた国営総合農地開発事業

「五条吉野地区」が完了した。本事業地区は金剛葛城

連峰を北に望み、吉野川沿いの地域に連担する山林果

樹地帯に属し、作目の９割は柿で、その他に梅等が栽

培されていた。地形は標高130ｍから500ｍに及ぶ山地

で、平均傾斜が28度程度で標高差300ｍにも達する樹

園地もあり、農作業に多大の労力を要し規模拡大を阻

んでいた。このような状況に対応するため、昭和49年

度から本事業により、未利用の山林等を開発して、畑

地を造成するとともに、既成柿園と合わせ、防除等を

含む多目的畑地かんがいを行って、果樹の濃密生産団

地の育成整備と農家経営の近代化の実現を目指し実施

した。これに要した費用は517億円、農地造成面積は
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526haであり、柿、梅等が栽培されている。

　また、国営農地防災事業「野洲川（二期）地区」が

平成13年４月に、国営農業用水再編対策事業「大和紀

伊平野（一期）地区」が平成14年３月に事業着手された。

野洲川（二期）地区は、滋賀県の東南部に位置する水

田地帯であるが、国営野洲川土地改良事業によって整

備された基幹的農業水利施設である野洲川ダムが、築

造後50年経過していることから、その間の自然的・社

会的状況の変化に起因した流域開発等の他動的な要因

による洪水流出形態の変化で、洪水流下能力の不足等

の著しい機能低下が顕著となっており、このまま放置

すれば施設の機能を損なうだけでなく、下流にも重大

な被害をもたらす恐れがあることから、ダム本体及び

管理施設等の改修を行い、災害の未然防止と併せ農業

生産の維持及び農業経営の安定を図ることとしている。

大和紀伊平野（一期）地区は、奈良県大和平野、和歌

山県紀伊平野を対象として実施するものであるが、本

地域では、都市化の進展により農地面積がスプロール

的に減少する一方、昭和27年に着工した国営十津川紀

の川土地改良事業等で造成され、大和・紀伊両平野の

農業発展と地域の水源涵養等に大きな役割を果たして

きた水路等の農業水利施設の老朽化が著しくなってい

た。このため農業用水の安定供給を図るとともに、都

市化に伴う地域の水需要に対応するために、農業水利

施設の整備を行い、地域の水資源の有効利用を図るこ

ととしている。

⑷　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進を図るため、マスコミとの

懇談会、市町村長懇談会、管内府県部長会議、管内府

県生協連協議会との懇談会を開催し、広く意見交換を

行った。近畿に所在する国の出先機関が共通の目標（ビ

ジョン）の実現に向けて連携し、近畿が自立していく

ための様々な施策を擁立していくことを目的にする近

畿広域戦略会議に参加した。

⑸　広報活動

　近畿食料・農業・農村情勢報告及び各種統計資料を

公表したほか、近畿地域の農業・農政をめぐる最新の

話題を紹介するラジオ番組「近畿農政局だより」の放

送、広報誌「INFORMATIONくらしと農政」を発

行し、行政機関、農業関係者はもとより一般消費者へ

の配布を行った。「消費者の部屋」においては、農政

局内の展示室において、時期折々の情報をテーマとし

た局内展示を年11回実施したほか、京都大阪森林管理

事務所と共催で、「夏休み親子木工教室」を開催した。

また、農林水産消費技術センター神戸センター及び大

阪食糧事務所との共催による近畿中国森林管理局展示

ギャラリーでの局外展示・食品表示臨時相談窓口の設

置、「日本ふるさと物語」への参加等、各種イベント

に年13回参加し、うち5か所でBSE相談窓口を設置し

た。

６　中国四国農政局

⑴　地域及び農家経済の概要

　ア　地域経済

　平成13年の中国四国地域の経済動向を主要指標でみ

ると、消費者物価は前年に比べ中国で0.3%、四国で

0.8%、ともにやや下落した。家計消費支出は中国が

3.1%減少したが、四国は3.4%の増加となっている。

　建設活動をみると、新規住宅着工戸数は中国が

7.4%、四国が6.5%それぞれ減少している。大型小売

店販売額（店舗調整済）は、中国が5.0%、四国が0.6%

それぞれ減少し、公共工事請負金額は中国が7.3%、

四国が7.0%それぞれ減少している。企業倒産件数は

中国、四国とも前年に比べ5.4%、2.6%それぞれ減少

している。また、全産業における景況判断をBSI（ビ

ジネス・サーベイ・インデックス）でみると、中国、

四国ともに「下降」超幅の縮小には至らなかった。

　一方、生産活動を鉱工業生産指数でみると、中国は

6.7ポイント、四国は6.1ポイントそれぞれ減少してい

る。また、有効求人倍率はほぼ横這い傾向にあるなど、

雇用情勢は12年と比べ好転したとは言えない状況であ

る。

　このようなことから、13年の中国、四国の経済は依

然として厳しい状況にあるといえる。

　イ　農家経済

　平成13年の農業経営（販売農家１戸当たり平均）の

動向を見ると、農業所得は果樹及び畜産収入等の減少

により、前年に比べ10.3％減少した。

　また、農外所得は、景気の低迷から給与・俸給等収

入が減少したため前年に比べ3.5％減少した。

　一方、年金・被贈等の収入は、公的年金給付金等が

増加したため前年に比べ1.0％増加した。

　この結果、農家総所得は前年に比べ2.6％減少した。

⑵　農業生産動向

　ア　水　　稲

　平成13年産水稲は、作付面積が前年に比べ5,600ha

減少（対前年比97.0％）したうえに、10ａ当たりの収

量が514kgで前年に比べ１kg下回ったため、収穫量は

94万6,300ｔで前年に比べ３万1,700ｔの減少（対前年

比97.0％）となった。作柄は、中国平均では作況指数

104、四国平均では102となった。

　イ　麦
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　平成13年産の麦は、作付面積が前年より増加したも

のの、作柄が悪かったことから収穫量は前年に比べ

4,400ｔ減少し、２万9,400ｔ（対前年比87.0％）となっ

た。作柄は、小麦は作況指数86、二条大麦は83、はだ

か麦は93の、いずれも「不良」であった。

　ウ　果　　樹

　平成13年産うんしゅうみかんの結果樹面積は、廃

園・改植により平成11年に比べ減少した。収穫量は35

万9,500ｔで、面積の減少、需給調整対策が進められ

たため平成11年に比べ減少（対前年比85.5％）した。

　日本なしは、前年に比べ結果樹面積は3.9％減少し

たものの、10ａ当たり収量が10.6％上昇したことから

収穫量は７万500ｔとなった。

　ぶどうは、結果樹面積が0.7％減少したが10ａ当た

り収量が前年並であったため、収穫量はほぼ前年並と

なった。

　エ　野　　菜

　平成13年産の指定野菜14品目の作付面積は、３万

400haで前年に比べ3.8％減少した。近年は農業従事

者の減少、高齢化による労働力不足等により減少傾

向が続いている。品目別には、たまねぎ（対前年比

91.4％）、なす（同94.8％）、キャベツ（同94.9％）等

が減少した。

　収穫量は90万4,900ｔで、前年に比べ4.9％減少した。

　品目別には、レタス（同103.8％）は増加したものの、

たまねぎ（同86.5％）、なす（同91.3％）、ピーマン（同

92.9％）等は減少した。

　オ　畜　　産

　平成13年２月現在の乳用牛の飼養戸数は2,760戸（対

前年比92.9％）、飼養頭数は10万1,200頭（同96.7％）

となり、１戸当たり飼養頭数は前年の35.3頭から36.7

頭に増加した。

　また、肉用牛の飼養戸数は9,490戸（同92.1％）、飼

養頭数は22万8,600頭（同97.5％）となり、１戸当た

りの飼養頭数は前年の22.8頭から24.1頭に増加した。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食料・農業・農村への理解を深めるための取組

　国民参加型農政の推進を図るため、広報誌等を活用

した広報活動や、地域農政懇談会、市町村長懇談会等

の各種会議等、あらゆる機会をとらえて、各界との意

見交換や説明を行った。

　13年12月14日には「都市と農村の共生・対流－むら

づくり維新の実現」をテーマに地域農政に関する市町

村長懇談会を開催した。この中で、①人材育成支援に

ついては、もう一歩進んだ支援をお願いしたい、②都

市から農村に入っても農地が買えないので、農地法等

の拡大解釈ができないか、③「維新」であれば、「全

町無農薬有機栽培の町」のようなダイナミックな計画

にも対応して欲しい、等の意見が出された。

　14年２月18日に開催した平成13年度地域農政懇談会

においては、「安価な輸入農産物に対抗し、安全で安

心できる国産農産物を消費者に供給するための、行政

の役割も踏まえた地域農政のあり方」をテーマに検討

した。その中で、①消費者ニーズに合った販売戦略と

して、パッケージ戦略が重要、②地場で取れる野菜を

地場で消費する上での問題は流通面であり、製造、配

送、一部の加工、販売のルートをどう作るかが重要、

等の意見が出された。

　また、13年９月に発生したBSEについて、迅速・

的確な情報の発信、地域情報の収集を行うため、説明

会やシンポジウムの開催等あらゆる機会を通じて説明

等を行った。

　イ　食農教育への取組

　我が国では飽食ともいえるほどの豊かな食生活が営

まれているが、その食料の大半を海外に依存している

ほか、食生活に起因する問題も顕在化している。

　一方、都市化とともに自然に接する機会が減少して

いる中で、作物を育てる苦労や収穫の喜び、自然の素

晴らしさや生命の尊さといった、農業が持つ、心を育

む教材としての効果が注目されてきている。また、平

成14年度から導入される「総合的な学習の時間」にふ

さわしいテーマとしても、多くの学校関係者から関心

が寄せられているところである。

　このような中、農政局では、学校側の要請に基づい

て農政局の職員が“トンボ博士”と称して学校を訪問

し、食料、農業などについて子どもたちとともに学ぶ

オーダーメイドの出前授業「トンボ博士と一緒に学ぼ

う講座」を実施している。平成13年度は中学校や高校

も含めて、９県43校で行った。

　また、普及PR活動の新たな試みとして、マンガに

よるパンフレット「食 ingタイム－しょっきんぐたい

む－」を作成し、中国四国すべての小中学校や高校、

関係機関等に配付した。主な対象は小学校高学年以上

であるが、広く学校の教材としても使用できるものと

なっている。

　11月18日には、約2,000点の作文の中から選ばれた

各県代表の小学５・６年生10名とパネラー等４名によ

る「食 ing子どもサミット～中国四国地域　食と農を

考える子ども会議」を、約350人の参加を得て開催した。

サミットの模様は12月８日、45分番組としてNHK教

育TVで中国四国ブロックに放送された。

　さらに、食農教育の推進体制の強化を図るため、地

－ 274 － － 275 －



第８章　地 方 農 政 局 第８章　地 方 農 政 局

地
方
農
政
局

域における食農教育活動の支援・協力者を募集し、約

220名を「トンボマイスター」として登録を行ったほ

か、14年３月には管内関係機関の有機的、効果的な活

動を定着・普及するため、中国四国地域食農教育推進

連絡会議（県農政担当部局、県教育委員会、JA中央会、

食糧事務所等が参加）を開催し、情報の共有化、連携

体制の整備を図った。

　ウ　新規就農者確保の取組

　中国四国地域の新規就農者数は、平成２年から７年

まで300人台で推移していたが、８年以降は400人台前

半で推移している。このうち新規参入者は約２割を占

めている。

　新規就農者を安定的に確保するために、国・県・市

町村等において各種の新規就農者確保の対策に取り組

んでおり、就農経路に応じた支援策を行っている。

　各県では研修費の助成や農地・機械・施設のリース

等様々な就農支援対策が行われている。島根、岡山、

山口、香川、愛媛では１年又は２年の実践的な農業研

修を受ける者に対して研修費の助成を行っているほか、

島根、山口、香川では研修受け入れ農家に対しても研

修委託費の支給を行っている。また、新規就農者が定

住するための住宅関係支援等を行っている県もある。

⑷　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進を図るため、中国四国農政局

は、管内各県、農業団体、試験研究機関、普及機関、

消費者、経済界、報道機関等との各種会議を開催し、

また、これら機関が主催する会議に積極的に参加した。

　特に、今後の農政の推進には他産業との連携が不可

欠であることから、10年度から経済界との懇談会を定

期的に開催している。13年度も７月２日に四国経済連

合会との懇談会、11月８日に中国経済連合会との懇談

会を実施した。これらの中で、①遺伝子組み換え食品

の安全性をもっとPRすべき。遺伝子組み換え食品を

含め食料増産につながる研究も必要。②農業生産の実

態、特に財政負担等について、国民へ情報公開を徹底

すべき。③農業部門についてコスト引き下げに向けた

合理化や生産性を上げるような対策を推進すべき。④

国は食料自給率やBSE問題など、国にしかできない

問題に取り組み、地方でできることは地方に任せるべ

き。⑤外食産業から学校給食、家庭まで食品廃棄物が

出る過程ごとに分析し、それに応じた対策が必要、等

の意見が出された。

⑸　広報活動

　広く一般市民に中国四国地域の食料・農業・農村に

対する理解を深めてもらうために、多様な広報活動を

行った。

　ア　インターネットの活用

　ホームページ「中国四国農政局あぐりページ」（平

成９年７月開設）へのアクセスは年々増加しており、

13年度のアクセス件数は約10万７千件であった。

　イ　広報誌

　普段農業に触れる機会の少ない都市部の消費者等

を主な対象として「あぐねっと中国四国」（第７号、

１万部）を発行した。

　また、行政機関、関係団体等を主な対象として、農

業・農村の動向、各種施策等の情報提供を行う「ライ

ブ農業中国四国」（季刊、各号3,500部）を発行した。

　ウ　ラジオ放送

　農家や消費者に地域農業・農政などの情報を紹介す

るため、管内の民間放送８社を通じて「中国四国農政

局だより」を６回（各回15分）放送した。

　エ　報道機関への情報提供

　中国四国農政局記者クラブ加盟18社に対し、記者レ

クなどにより情報提供を行った。また、記者クラブ以

外の管内報道機関には、各統計情報事務所を通じて情

報提供を行った。

７　九州農政局

⑴　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成13年の九州経済は、IT不況の影響が広がる中、

米国同時多発テロやBSE確認問題の影響が加わり、

厳しい環境が続いたが、年度後半は底入れした。

　13年の鉱工業生産指数は前年比12.3％と大幅に減少

し、有効求人倍率は0.44（全国0.56）と低迷した。また、

大型小売店売上販売額はデフレの影響による客単価の

低下から前年比3.7％（累積比較）減少した。

　一方、食料品関係の動向としては、食料品・たばこ

工業の鉱工業生産指数は全国が前年比2.5減となる中、

九州は1.1％増となった。

　大型小売店における飲食料品販売額（全店）は前年

比0.9％増（累積比較）で推移した。また、コンビニ

エンスストアの販売額（全店）は前年比8.9％（全国

2.3％）増加した。

　イ　農家経済

　平成13年の農家経済（販売農家１戸当たり平均）の

動向をみると、農業所得は前年比5.9％減の118万円と

なった。

　これは、稲作収入が水稲作付面積の減により減少し

たこと。果樹収入が価格の大幅な低下により減少した

こと及び畜産収入がBSE（牛海綿状脳症）の発生に

よる肥育牛等の価格の低下により減少したこと等によ
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る。

　また、農外所得は7.1％減の343万円となり、年金・

被贈等の収入は2.3％増の221万円となったものの、農

家総所得は4.0％減の682万円となった。

⑵　農業生産の動向

　ア　水　稲

　水稲の平成13年産の作付面積は、生産調整目標面積

の拡大や緊急需要調整対策への取組みから、前年に比

べ7,900ha減少し20万2,600ha（前年比96.2％）となっ

た。作柄は、10ａ当たり収量511kg、作況指数104の「や

や良」となった。水稲うるちの品種別作付面積は、ヒ

ノヒカリとコシヒカリの２品種で74.0％を占めている。

　イ　麦、大豆

　麦の平成13年産の作付面積（４麦計）は、５万1,400

ha（前年比109.6％）となった。作況指数は、小麦は

101の「前年並み」、二条大麦は96の「やや不良」となった。

　被害は、は種期から生育初期の降雨により、発芽

不良や湿害が多く発生したが、全般的には平年並みと

なった。

　大豆の作付面積は２万5,300ha（前年比121.1％）で、

水田を中心とした土地利用型農業活性化対策の推進に

より増加した。

　ウ　畜　　産

　肉用牛の飼養戸数（平成14年２月現在）は４万5,400

戸（前年比94.4％）、飼養頭数は100万9,000頭（同

101.9％）となった。

　乳用牛の飼養戸数は3,340戸（前年比96.3％）、飼養

頭数は15万4,300頭（同99.7％）となった。

　豚の飼養戸数は2,770戸（前年比95.8％）、飼養頭数

は292万3,000頭（同97.2％）となった。

　各畜種とも、飼養戸数は減少しているが、１戸当た

り飼養頭数は増加している。

　エ　野　　菜

　指定野菜（14品目）の作付面積は、近年減少傾向に

あり、平成13年産は５万3,900ha（前年比98.7％）と

なった。また、収穫量は182万ｔ（同97.8％）、出荷量

は152万3,000ｔ（同98.1％）となった。

　オ　果樹・花き　

　果樹の平成13年産の栽培面積は、生産者の高齢化、

担い手不足等から、かんきつ類、くり、かきを中心に

減少し５万2,400ha（前年比96.7％）となった。

　花きの作付（収穫）面積は、切り花類が3,270ha（前

年比99.1％）、球根類が172ha（同86.4％）、鉢もの類

が327ha（同98.2％）、花壇用苗もの類が216ha（同

110.8％）となった。

　カ　その他

　かんしょの平成13年産の作付面積は１万7,500ha

（前年比96.2％）で、全国の41％を占めている。

　い草の主産県である熊本県の13年産の作付面積は

1,780ha（同65.2％）で、元年の6,630haをピークに激

減している。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　「地産地消推進九州連絡会議」の設置

　近年、都市化の進展等により「農」に接する機会の

減少とともに、「食」の外部化、サービス化の進展等

による消費者意識の変化に伴う「食」と「農」のかい

離が指摘されている。こうした中、各県・各地域にお

いて、生産者の顔の見える形で「食」を提供し、生産

者と消費者の直接の交流・対話などを通じて「食」と

「農」の結びつきを強め、「食」と「農」の原点を見つ

め直すための有効な手段となる「地産地消」運動が展

開されており、より一層推進する観点から、平成13年

11月27日、九州７県、九州農政局、福岡食糧事務所、

農業技術研究機構九州沖縄農業研究センターからなる

「地産地消推進九州連絡会議」を設置。消費者への安

全・安心で良質な食料の供給を通じた農業・農村の振

興、九州地域全体の活力の推進に資するため、その具

体的取組みとして、①第１回地産地消推進九州連絡会

議、②第１回地産地消に関する意見交換会、③地産地

消推進シンポジウムなどを開催した。

　イ　地域農政懇談会の開催

　新基本法農政の推進のためには、農政局が地方公共

団体と役割分担しつつ、農業者、農業団体、食品加工

業者、流通業者、消費者等との双方向の意思疎通を図

る「国民参加型農政」を展開していく必要があるとの

観点から、九州農政局では、平成13年度から各県一か

所で局長又は局次長の出席のもと、地域の幅広い関係

者からの農政全般に対する提案等についての積極的な

意見交換の場として「地域農政懇談会」を開催した。

　ウ　第１回九州地域中山間地域等直接支払制度

フォーラムを開催

　平成12年度から、耕作放棄地の増加などによって多

面的機能の低下が特に懸念される中山間地域等におい

て、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保

する観点から「中山間地域等直接支払制度」が導入さ

れている。本制度の交付金を活用して、広域的な集落

協定による営農基盤の確立、鳥獣害被害防止対策、伝

統芸能の継承、都市住民と農村の交流など、各地域に

おいて創意工夫された取組みが行われており、本制度

の円滑な運営と定着を図るために「第１回九州地域中

山間地域等直接支払制度フォーラム－21世紀の集落の

夢を語ろう－」を、13年８月29日に熊本市で開催。集
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落の代表をはじめ、関係者約400名が参加。基調講演、

事例発表、パネルディスカッションを行った。

　エ　大豆生産・消費拡大に向けて

　「新たな大豆政策大綱」及び「水田を中心とした土

地利用型農業活性化対策大綱」に基づき、今後、大豆

の本格的生産を推進するためには、地域の気象、土壌

条件等に対応した安定多収技術の普及を緊急に推進す

ることが重要であり、「大豆10・300運動」に取り組ん

でいる。九州ブロックとして平成13年９月に福岡県に

おいて現地検討会を開催し、各地域で取り組まれてい

る実証技術を中心に検討を行った。各県の実証テーマ

は、最近育成された早生品種サチユタカ（九州沖縄農

業研究センター育成品種）の省力化栽培、機械化一貫

体系による多収・高品質・省力・低コスト栽培技術の

確立、早播き大豆の多収技術の定着、施肥及び栽植密

度の検討等であり、年度末に実証技術検討会を開催し

た。

　また、国産大豆の良さを再認識するとともに、需要

拡大、地産地消等について検討し、九州産大豆の利用

促進、消費拡大を図るため、14年３月７日、「九州大

豆フォーラム－大豆の消費拡大に向けて－」を九州各

県を中心に生産、実需、消費、行政、研究者等の参加

のもと開催した。

　オ　国営かんがい排水事業「喜界（一期）地区」の

完了

　喜界島は鹿児島市の南南西380km、奄美大島の東方

22kmに位置し、面積約56.9km2、人口約9,100人の隆

起珊瑚礁でできた島である。

　本地区は、農地の大半はさとうきびが栽培されてい

るが、昭和60年10月にウリミバエ寄生植物（ウリ類や

なす、トマトなどの野菜類、パパイヤなどの果実類）

の移動規制が解除されたことにより、きく等を中心と

した施設園芸の作付けが増加しつつあるものの、用水

施設が未整備であることから、干ばつ時には不安定な

農業経営を余儀なくされている。

　このため、本事業で地下ダムを造成し農業用水の確

保を図り、併せて実施中の喜界（二期）地区及び関連

事業によって末端かんがい施設の整備を行い、農業生

産の向上と経営の安定を図るものであり、平成14年３

月に完了した。

⑷　関係機関との連携強化

　「安全な畜産物の生産・消費拡大推進本部」を設置

し、BSE対策に関する関係機関との連絡体制の整備、

当該家畜伝染病に係る情報の収集・提供その他必要な

措置を講ずることを通じ、畜産物の生産、流通、消費

等に係る無用な混乱の防止、防疫の推進を図るととも

に、安全な畜産物の消費拡大に関する普及広報活動、

関係団体への要請を行い、畜産物の消費拡大を積極的

に推進した。

　また、21世紀の世界各国の農業政策や農産物貿易の

基本方向を決めるWTO農業交渉については、「WTO

農業交渉日本提案」が政府決定され、平成12年末に

WTO事務局に提出されており、交渉が第二局面を迎

え、各国の提案内容の詳細説明が求められているこ

とを受け、13年８月22日、地域の行政、農業団体、経

済団体等に対して、現在までのWTO農業交渉の状況

説明や交渉上の論点について説明を行い、意見交換を

行った。

　さらに、九州各県の小学生等を対象として、食料自

給率などの食料問題や農業の現状等について、農政局

等の職員が小学校へ出向いて説明する「出前授業」を

実施。これらの活動の一層の推進を図るため、13年４

月１日、農政局内に「食農教育部会」を設置し、管内

食糧事務所と密接な連絡をとり、県、市町村、関係団

体等と連携して、食農教育を支援することとした。13

年４月～ 14年３月末までに、九州農政局としては計

41か所実施した。なお食糧事務所と合計すると、福

岡県（70か所）、佐賀県（35か所）、長崎県（41か所）、

熊本県（63か所）、大分県（40か所）、宮崎県（77か所）

鹿児島県（56か所）計７県382か所で実施。小学生以

外の一般成人や学校の先生等にも対象を広げ、「食」

や「農」に関するさまざまなテーマに対応した。

　このほか、バイオテクノロジー等の技術開発・実用

化推進のため、九州バイオテクノロジー研究会におい

て、バイオテクノロジー等に関するシンポジウム、セ

ミナー等を開催したほか、九州沖縄農業研究センター

と行っている行政・研究連絡会議の総会及び分科会で

情報の交換等を行った。

　熊本、大分及び宮崎県北域の関係県市町村が地域浮

揚・活性化のため、広域的な交流連携について意見交

換等を行う「九州中央地域連携推進委員会」に参画した。

⑸　広報活動

　管内の食料・農業・農村の動向、農業行政に関する

普及浸透を図るため「九州食料・農業・農村情勢報告」

をはじめ、当局や各県に所在する統計情報事務所の

ホームページ、広報誌「アグリン」、プレスリリース、

農林水産情報センター活動、地域農政懇談会などあら

ゆる機会や媒体を通じて、食料・農業・農村に関する

迅速、正確かつわかりやすい情報の提供に努めた。今

回新たにインターネットを活用した情報提供の一環と

して、九州各地で農業及び地域の振興・活性化に取り

組んでいる人を対象にE-mail情報「アグリ・インフォ
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九州」（いわゆるメールマガジン）の配信を開始（平

成13年12月14日創刊、毎月上旬に発行）。

　また、ラジオ放送「九州農政局だより」を民間放送

６局を通じて７回放送した。

　このほか、食料品消費モニターと農政局が意見交換

を行う「食料品消費モニター懇談会」を、生産者も交

えて開催した。

　さらに、「九州農政局消費者の部屋」の特別展示を

庁舎内で４回、熊本市消費者フェア、くまもと物産フェ

ア等庁舎外のイベントを11回実施した他、BSEシン

ポジウム等を開催し消費者への畜産物の消費拡大、啓

発にも努めた。
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表５　主要事業の実績整理表
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表６　農林漁業金融


