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第１節　国　会　関　係

１　平成14年中の国会状況

　平成14年において、次の２国会が開催された。

表１

　　国会回次　　　　召集日　 閉会日　　 会　期

第154回通常国会　　14.１ .21　14.７.31 192日間

第155回臨時国会　　14.10 .18　14.12 .13 57日間

２　第154回通常国会

⑴　国会審議の概要

　第154回国会は、平成14年１月21日に召集され、７

月31日までの192日間の会期で行われた。

　今国会は、冒頭、平成13年度第２次補正予算案の審

議の後、小泉内閣が改革断行予算と位置づける平成14

年度総予算案の審議が行われた。

　平成13年度第２次補正予算案は、召集日の１月21日

に提出され、開会式に引き続き、衆参両院本会議にお

いて、塩川財務大臣の財政演説が行われた。財政演説

に対する質疑が１月22日に（衆）本会議で、１月23日

に（参）本会議で行われた。１月23日に衆参両院の予

算委員会で提案理由説明が行われ、（衆）予算委員会

で１月24日、25日及び28日に質疑が行われ、１月28日

に可決、１月29日に（衆）本会議で可決された。参議

院では、（参）予算委員会で１月30日、31日及び２月

１日に質疑が行われ、２月１日に可決、同日（参）本

会議で可決、成立となった。

　平成13年度第２次補正予算案の審議において、アフ

ガニスタン復興支援国際会議へのNGO不参加を巡る

外務省の対応に関する外務大臣と外務省事務当局との

間での答弁の相違により国会の混乱を招いたことから、

１月29日に田中外務大臣及び野上外務事務次官が更迭

され、鈴木（衆）議院運営委員長が辞任することとなった。

　衆参両院本会議において、２月４日に小泉内閣総理

大臣の施政方針演説を始めとする政府４演説が行われ、

２月６日～８日にこれに対する代表質問が行われた。

　平成14年度総予算案は、１月25日に国会に提出され、

（衆）予算委員会で２月８日に提案理由説明を聴取し、

２月12日から審議が行われ、３月６日に可決、同日

の（衆）本会議で可決されたが、分科会は（野）欠席

のまま開催された。分科会、締め括り総括質疑及び採

決の日程が委員長職権でセットされたことから、（野）

は３月６日に津島（衆）予算委員長の解任決議案を提

出したが、同日に（衆）本会議で否決となった。（参）

予算委員会で２月28日に提案理由説明が、３月７日か

ら審議が行われ、３月27日に可決され、同日の（参）

本会議で可決、成立となった。

　また、今国会は、武力攻撃事態対処関連法案、健康

保険関連法案、道路四公団民営化推進委員会法案、郵

政公社関連法案、個人情報保護関連法案といった重要

法案が数多く提出されたが、うち武力攻撃事態対処関

連法案、個人情報保護関連法案は継続審議となった。

　一方、今国会は「政治と金」問題、秘書給与問題といっ

た政治倫理が問われた国会でもあった。鈴木宗男衆議

院議員に対し、アフガニスタン復興支援国際会議への

NGO排除問題、北方四島支援委員会事業問題などに

関して、（衆）予算委員会で参考人質疑、証人喚問が

行われた。また、木材会社「やまりん」に対する林野

庁の行政処分をめぐるあっせん収賄の疑いに関し、６

月19日の（衆）本会議で鈴木議員に対する逮捕許諾請

求が許諾（同日６月19日に逮捕）されるとともに、６

月21日の（衆）本会議で鈴木議員に対する議員辞職勧

告決議が可決された。鹿野道彦民主党副代表は秘書給

与の肩代わり問題で民主党を離党し、辻元清美衆議院

議員は秘書給与流用問題により３月28日に、加藤鉱一

衆議院議員は秘書の所得税法違反により４月９日に議

員辞職した。井上裕参議院議長は秘書の入札妨害疑惑

問題により４月22日に参議院議長を辞任し、秘書逮捕

に伴い５月８日に議員辞職することとなった。さらに、

田中眞紀子衆議院議員は秘書給与流用問題により、閉

会後の８月９日に議員辞職することとなった。これら

の問題に関し、あっせん利得処罰法案及び入札談合防

止法案が成立した。

　牛海綿状脳症いわゆるBSE問題に関する農林水産

省の対応に加え、平成14年１月に雪印食品による国産

牛肉偽装事件が発覚したことから、（野）より武部農
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林水産大臣の不信任決議案が２月４日に提出されたが、

２月５日の（衆）本会議において（与）の反対によ

り否決された。一方、農林水産省と厚生労働省が設置

した「BSE問題に関する調査検討委員会」が４月２

日に提出した報告書の中で、農林水産省の対応に重大

な失政があった旨の指摘があったことを踏まえ、（野）

から武部農林水産大臣の問責決議案が提出されたが、

４月５日の（参）本会議で（自保）の反対により否決

された（（公）は欠席）。

⑵　農林水産省関係法案審議の概要

　当省関係では、12件の法案を提出し、すべて成立し

た。また、農林水産関係の議員立法として１件の継続

法案に加え７件が提出されたが、うち、米の臨特法案、

特殊土じょう法案、BSE特別措置法案の３件が成立

し、３件継続、１件廃案、１件撤回となった。

　BSE問題への対応のため、当初、飼料安全法案の

提出を予定していたが、２月22日に（野）よりBSE

対策緊急措置法案が提出され、その後の（衆）農林水

産委員会における（与）（野）協議の結果、BSE特別

措置法案が（衆）農林水産委員長提出法案として提出

されることとなり、これに伴って、飼料安全法案の提

出は見送られ、BSE対策緊急措置法案は撤回される

こととなった。BSE特別措置法案は６月４日の（衆）

本会議で、６月７日の（参）本会議で可決し、成立した。

　また、雪印食品による国産牛肉偽装事件を始めとし

て食品の偽装表示事件が相次いで発生したことから、

急きょ JAS法案を国会に提出することとなった。同

法案については、４月26日に国会に提出し、５月30日

の（衆）本会議で、６月７日の（参）本会議で可決し、

成立した。

⑶　会 期 末 の 状 況

　衆議院においては、失業・雇用・景気問題、医療制

度改革、住民基本台帳ネットワーク施行等に問題があ

るとして小泉内閣不信任決議案が（野）より７月30日

に提出され、同日の（衆）本会議で否決された。また、

参議院においては、小泉内閣総理大臣問責決議案のほ

か、７月26日の（参）本会議で健康保険法案を（野）

欠席のまま可決、成立されたことに関して倉田参議院

議長不信任決議案が（野）より提出され、７月31日の

（参）本会議で両決議案ともに否決された。

　７月31日、衆参本会議で一連の会期末処理が行われ、

第154回国会は終了した。

３　第155回臨時国会

⑴　国会審議の概要

　第155回国会は、平成14年10月18日に招集され、12

月13日までの57日間の会期で行われた。

　召集前の９月30日に小泉内閣の改造が行われ、農林

水産大臣に大島理森衆議院議員が就任した。

　今国会は、不良債権処理の加速とデフレ対策など、

経済に活力を取り戻すための経済の再生問題や北朝鮮

問題に対する対応策が焦点となった。

　冒頭、衆参両院の本会議において、10月18日に小

泉内閣総理大臣の所信表明演説が行われ、10月21日～

23日にこれに対する代表質問が行われた。

　特殊法人等改革基本法に基づき、特殊法人などを統

廃合し独立行政法人化する46本の法案が提出され、衆

議院においては特別委員会において、参議院において

は各所管委員会において審議を行い、すべての法案が

成立した。

　また、デフレ克服に総合的に取り組む中で、金融シ

ステムと経済の安定を図るとともに金融機関等の経営

基盤を強化するため、ペイオフの２年間延期を中心と

する預金保険法案、金融機関組織再編特措法案、貯金

保険法案が国会に提出され、成立した。

　さらに日本経済を活性化させる大きな柱となる構造

改革特別区域法案が11月５日に国会に提出され、12月

11日に成立した。

　北朝鮮問題について、小泉総理は９月17日に日本の

総理として初めて北朝鮮を訪れて日朝首脳会談を行い、

日朝共同宣言を発表した。10月15日に北朝鮮拉致被害

者５名が帰国し、拉致被害者支援法案が11月27日に国

会に提出され、12月４日に成立した。

　民主党は、今国会前に代表選挙を行い、鳩山由起夫

代表が再選されたが、その後の党内人事、野党連合構

想による混乱、衆参補欠選挙の敗北などを理由に国会

終盤に辞意表明し、12月10日に両院議員総会で菅直人

新代表を選出した。

　政治と金をめぐる問題としては、一部週刊誌が大島

農水大臣の前政務秘書官の問題を掲載し、衆参両院の

予算委、農水委等でこの問題が取りあげられた。

⑵　農林水産省関係法案審議の概要

　当省関係では、８件の法案を提出し、すべて成立し

た。また、農林水産関係の議員立法として、前国会か

らの継続法案である有明海再生特措法案が11月14日の

（衆）本会議で、11月22日の（参）本会議で可決し、

成立した他、１件継続、１件廃案となった。

⑶　会 期 末 の 状 況

　12月13日に衆参両院の本会議で一連の会期末処理が

行われ、第155回国会は終了した。
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表２　第154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
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第２節　広　報　関　係

１　定 期 刊 行 物

⑴　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。

⑵　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13年４月

１日から14年３月31日までのものを13年度版として農

林水産省ホームページで公表した。

⑶　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。

14年　７月　女性のチャレンジ応援します

　　　　　　　 ～農山漁村男女共同参画社会の実現に

向けて～

　　　10月　 新しい農業者年金制度は安心して頼れる

制度になりました

　　　　　　　 農業者年金はメリットいっぱいの制度

です

　　　11月　 ネットワークで進めよう「水のみち」の

地域づくり

　　　　　　　 －人と水と緑の豊かなかかわりを目指
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表３　第155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
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して－

15年　１月　 １年の計は元旦にあり。お正月に、自分

の「食」をふりかえってみませんか？

　　　　　　　１月は「食を考える月間」です。

　　　１月　水田農業の未来を切り拓くために

　　　　　　～米政策改革大綱を決定～

　　　３月　 登録農薬を正しく使って安心できる農産

物生産を

　　　　　　改正農薬取締法が３月10日から施行

⑷　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・解説をすることで農

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。

14年　８月　食品品質表示

　　　　　　　 食品を買うときは、品質表示をしっか

りチェックしよう

　　　９月　農業の多面的機能

　　　　　　　農業のさまざまな役割を見直そう

　　　11月　森林の多面的機能　　　　　　　　　　

　　　　　　　森林のいろいろなはたらきを知ろう

　　　12月　バイオマス

　　　　　　　バイオマスは豊富で再生可能な資源 

15年　２月　農業体験学習

　　　　　　　農業体験で「生きる力」を身につけよう

２　パンフレット等

⑴　農林水産省のしおり

　農林水産省のしおりは、一般国民を対象に、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。「M.A.F.F.食料の安定供給と美しい

国づくりに向けて」と題して作成し、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。

⑵　農林水産省子ども向けパンフレット

　農林水産省子ども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BOOK　21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。

⑶　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２回掲載した。

　テーマは次のとおり。

　・健康をサポートする「毎日くだもの200g」「りんご」

　・１日350gの野菜は元気のもと！「野菜」

３　視 聴 覚 広 報

⑴　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火曜日

の10分間、平成14年４月～平成15年３月まで50回放送

した。

⑵　テ レ ビ

ア 　「若い土」は、農林漁業者等を対象に農林漁業や

地域活性化への積極的な取組を紹介し、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14年１月～３月まで

12回放送した。

　テ－マは次のとおり。

　１．見つけたよ！元気なお米

　２．バラの秘密を教えます

　３．大好き！元気印のタマゴ

　４．特産品にひと工夫

　５．森の達人を紹介します

　６．かまぼこは何から作るの？

　７．元気ないなかへいらっしゃい

　８．指令！成功の秘密を探れ

　９．地球に優しい農業って！

　10．牛飼い名人を見つけたよ

　11．発見！自慢のしいたけ

　12．ようこそ星の郷へ

イ 　「おしえて！アグリ」は、消費者等国民一般を対

象に日本の食料・農林水産業の現状や農林水産施策

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14年

10月～ 12月まで12回放送した。

　テ－マは次のとおり。

　１．田んぼの生き物を探そう
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　２．何でもリサイクル

　３．郷土の味を大切に！

　４．すてきな木のぬくもりをどうぞ！

　５．おいしいものをどうぞ！

　６．集まれ！農業新入生

　７．大切な魚を守れ！

　８．あなたの出身どこですか？

　９．ウォークラリーへ行こう！

　10．バイオマスって何！

　11．田んぼへ出かけよう

　12．だいじょうぶ？あなたの食生活

⑶　Ｖ Ｔ Ｒ

ア 　「アグリンの農林水産ワールド、森と海の役割っ

てなあに？」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、その中で畜産行政

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、畜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1,220ヶ所へ配布し、その利用を

依頼した。

イ 　「平成14年度ビデオ・若い土　前編、後編」は、

農林漁業や地域活性化への積極的な取組を紹介す

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150ヶ所へ配布し、その利用を依頼した。

ウ 　「平成14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200ヶ所へ配布

し、その利用を依頼した。

⑷　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、全国各地の有線放送局・農村型

CATV局等545ヶ所へ年間５回配布し（10テーマ／回、

１テーマ３分程度）、その利用を依頼した。

⑸　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。

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。

　⑴ 　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

　⑵ 　各種審議会、懇談会、国際会議、主要会議の概

要

　⑶ 　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

　⑷ 　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、14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。

　⑴ 　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。

　⑵ 　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、仏語、西語

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。

　　・ 「Environmennt-Conserving Agriculture: 

Agriculture's Responsibility to the Earth-

Japan's Initial Efforts」（環境保全型農業－地

球に対する農業の責任 ～日本での試み～）

　⑶ 　各外国プレスの取材要請に全面的に協力した。

　⑷ 　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

同様に他省庁、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
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473件の名義使用承認を行った。

７　内閣府政府広報との連携

　内閣府政府広報においては、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にほか、国政モニターによる

広聴活動を行っている。

　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。

⑴　テ レ ビ

ア 　「新ニッポン探検隊！」（日本テレビ他30局、15分

番組。身近でホットな情報、知って良かったと思え

る情報について、VTR取材又は有識者等が出演し、

国民各階層向けに分かりやすく解説する。）

　○ 　クジラと日本人の深～い仲！（国際捕鯨委員会

年次会合）他４件

イ 　「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、有識者又は各府省の担当者等が出演し、主婦層

を対象に分かりやすく解説する。）

　○ 　家畜を襲う口蹄疫（ブタ口蹄疫侵入防止の注意

喚起）他５件

ウ 　「キク！みる！」（フジテレビ、８分番組。暮らし

に関係の深いタイムリーな話題について、ＶＴＲ取

材により、国民各層向けに分かりやすく伝える。）

　○　食品の品質表示他５件

エ 　「大調査‼なるほど日本人」（テレビ東京他22局、
26分番組。身近なテーマについて意識調査を行い、

そのランキングをもとにトークを行うとともに、関

係する政府施策を紹介する。）

　○　緑の不思議（緑化推進）他２件

オ 　「政策対談　明日への架け橋」（CS朝日ニュース

ター、30分番組。政府が現在取り組んでいる政策に

ついて、その政策責任者と学者又はジャーナリスト

等が深く掘り下げて議論を展開し、管理者層向けに

分かりやすく伝える。）

　○　食生活指針（食育の推進）他９件

カ 　「特別番組」（テレビ東京他22局。政府施策のうち、

特に重要なものについて、国民の理解と協力を得る

ため、テレビ番組を活用し、分かりやすく解説する。）

　○　シリーズ直問・直答　構造改革待ったなし！

⑵　ラジオ・有線放送

ア 　「グッドモーニングジャパン」（TBSラジオ他６

局、30分番組。政府施策について、インタビュー、

録音構成等により国民各層を対象に分かりやすく解

説する。）

　○　バイオマス・ニッポン総合戦略他４件

イ 　「中山秀征の愛してJAPAN！（FM東京他36局、

25分番組。多くの若者に興味を持って番組を聞いて

もらいながら、政府施策について理解してもらう。）

　○　遊漁船業に関する制度改正他３件

ウ 　「暮らしのマイク」（ラジオ短波、15分番組。政府

施策について、各府省の担当者又は有識者が出演し、

国民各層向けに解説。）

　○　食品の品質表示他３件

⑶　出 版 物

ア 　「時の動き」（Ａ４版、月１回発行。政府の重要施

策への取組やその意義・骨格などを関連資料ととも

にコンパクトにまとめ正確な情報として提供。）

　○　〈対談〉森林の多面的機能の持続的発揮を図る

　　他３件

イ 　「Cabiネット」（Ａ４変形版、月２回発行。総理・

閣僚の動きを中心に、内閣の重要施策の意義。必要

性等を、写真、イラスト、図表などを用いつつ訴える。

　○　〈施策PICK UP-2〉「食の安全」へ新たな体制

　　　づくり他３件

ウ 　「にっぽんNOW」（タブロイド版、月２回発行。

主に都市地域の主婦層を対象に、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。）

　○　食品の表示制度他２件

エ 　「官報資料版」（Ａ４版、週１回発行。地方自治体、

有識者等に対して、各府省の白書、統計調査結果等

について、内容を簡潔かつ分かりやすく紹介。

　○　食料・農業・農村白書のあらまし他２件

⑷　新 聞 ・ 雑 誌

　「改正JAS法が７月４日に施行」等を一般75紙等に

掲載。

⑸　その他の広報活動

　「緑の募金へのお願い」等を送出。

⑹　広 聴 活 動

ア　世論調査

　実施なし

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５件を処理し、

その他の報告を関係部局庁に参考配布した。
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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）

⑴　農林水産大臣賞の交付

　第41回農林水産祭参加表彰行事（平成13年８月１日

から平成14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330行事であり、

交付した農林水産大臣賞は543点であった。

⑵　天皇杯等の授与

　農林水産大臣賞受賞の543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：石原　邦氏）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

等三賞の推薦のあった農林水産大臣賞7点の中から、　

農林水産祭中央審査委員会の選考により特に優良なも

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。

３　農林水産祭中央行事

⑴　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（土）

11時30分から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900人が出席して開催され、まず、

大島理森農林水産大臣が挨拶され、次に農林水産祭中

央審査委員会会長石原　邦氏の天皇杯等選賞審査報告

が行われた。その後大島農林水産大臣から天皇杯、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、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（金）には、明治神宮会館に

おいて、９時30分から11時30分まで、農林水産大臣賞

受賞者ほか関係者約700人の参加のもとに、本年度天

皇杯受賞者が業績の紹介を行い、「新世紀の農林水産

業─私の経営と地域の活性化─」のテーマに基づき、

八木宏典農林水産祭中央審査委員会会長代理がコー

ディネーターとなり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700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。

⑵　 天皇杯受賞者の皇太子同妃両殿下御接見等及び皇

居特別参観

　平成15年１月16日（木）14時から天皇杯受賞者が皇

居へ参内し、皇太子同妃両殿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、

賢所、御所、西桔橋等を特別参観した。

⑶　実りのフェスティバル等

　第41回実りのフェスティバルは、11月15日（金）か

ら17日（日）の３日間、10時～ 17時まで（ただし、

17日は15時まで）、江東区有明の東京国際展示場（東

京ビッグサイト）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、

太田豊秋農林水産副大臣の挨拶の後、同副大臣ほかに

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

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、「食の安全と安心」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、

「トレーサビリティ」、「食育」などについて紹介し、

また、「移動消費者の部屋」を設置し、消費者からの

相談などに応対した。都道府県農林水産技術・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、消費者の方々の農林水産業への

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を超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、「親子日曜大工教室」、「ポニー馬車の乗車体験」

等の家族ぐるみで楽しめる多彩な催しを行い、来場者

の好評を得た。

　なお、実りの喜びを広く多くの人達と分かち合うた

め、11月16日（土）16道県から提供された農林水産物

を、（財）東京善意銀行を通じて、都内多数の福祉施
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設に贈呈した。

　開催３日間の来場者は、約61,000人であった。

－ 30 － － 31 －

大
臣
官
房

２　内閣総理大臣賞受賞者

表４　平成14年度（第41回）農林水産祭天皇杯等三賞受賞者

Ⅰ　天皇杯等三賞受賞者
　１　　天皇杯受賞者
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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14年度農林水産祭むらづくり部門　農林水産大臣賞決定等事例一覧

３　日本農林漁業振興会会長賞受賞者
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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

　食料・農業・農村基本法第14条の規定に基づき、政

府は、「平成15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14年度食料・農業・農村の動向

に関する年次報告」を平成15年５月20日に閣議決定し、

同日付けで第156回国会に提出した。

　後者については、食料・農業・農村基本法の理念を

踏まえ、食料、農業及び農村の動向と直面する課題に

ついて広く国民的な理解を深めることをねらいとして

編成した。

　なお、今回初めての試みとして、この１年間の特徴

的な出来事を簡潔に紹介する「トピックス」を冒頭に

設け、

　①　食品の安全性確保とリスク分析

　②　デフレと食料消費等の関係

　③　米政策改革大綱～改革の理念と特徴～

　④　イネゲノムの読解

　⑤　バイオマス・ニッポン総合戦略

　⑥　「水と食と農」大臣会議の開催

　⑦　WTO農業交渉

の７項目について記述している。

⑴　食料安定供給システムの構築

ア　「食」の安全と安心の確保

　　総合的に「食」の安全性を確保するため、政府は、

食品安全行政への「リスク分析」手法の導入を目指

し、リスク評価機関としての食品安全委員会の設置、

食品安全基本法の制定を決定し、関連法案を15年の

通常国会に提出した。

　　リスク管理のあり方についても見直しが必要とな

るなか、農林水産省では14年４月に「「食」と「農」

の再生プラン」を発表するなど、消費者を重視した

農林水産行政を確立するため大胆な改革を進め、15

年度には消費者行政とリスク管理業務を担う新局を

設置する予定である。

　　「食」の安全性確保には、リスク評価機関、リス

ク管理機関、消費者、生産者、流通関係者等が相互

に意見交換を実施し合意形成を図っていく必要があ

るため、情報を公開・提供していく行政等の透明性

の確保と消費者や生産者のリスクコミュニケーショ

ンへの参画が重要である。また、食品事故等発生時

の原因究明や対象食品の回収を容易にするとともに、

消費者の安心を確保するといった観点から、食品の

履歴情報を遡って確認できるトレーサビリティ・シ

ステムの導入が重要であるが、消費者の同システム

についての認知度は低く、今後の普及活動が必要で

ある。

　　14年においては、無登録農薬を販売していた業者

が相次いで逮捕され、無登録農薬であることを知り

つつ使用した農家の存在も判明した。こうしたこと

から、同年12月、農薬取締法が緊急に改正され、製

造、輸入、使用の禁止規定の設置とともに罰則が強

化された。

　　食品の不正表示についても全国各地で多数報告さ

れ、国民の食品表示に対する信頼が大きく低下した

ことから、同年６月にJAS法を改正し、違反業者

名の公表の迅速化及び罰則の強化が行われた。

　　食品の安全性を確保するためには、行政による事

業者への指導や監督等に加え、個々の事業者が消費

者重視を基本として法令を遵守し、消費者の信頼を

回復し獲得していくことが必要である。

イ　食料消費をめぐる動き

　　我が国の食料消費の現状をみると、デフレ経済の

もとで、食料品価格は11年度から下落基調が引き続

いており、13年度はほとんどの品目で下落している。

　　また、１人当たりの実質食料消費支出は、９年以

降５年連続で低下しているが、14年４～ 12月期で

は前年に比べ増加している。このようななかで、13

年と14年を比較した食事摂取構成割合は、朝食はほ

とんど変化していないが、昼食は外食が減少し家庭

弁当などの内食や市販弁当、調理食品などの中食が

増加、夕食はわずかに家庭内食が増加している。

　　一方、我が国の食料消費は、ライフスタイルの変

化等に伴い、食料品の消費・購入形態の変化により、

長期的には「食」の外部化が進展している。このよ

うななかで、栄養素摂取のバランスの崩れや過不足

といった栄養面での問題が発生しており、健康を維

持するためには、必要な栄養素について多様な食品

を適切に組み合わせ、食事全体からバランス良く摂

取することが必要である。

　　さらに、「食」と「農」の距離が拡大するなかで、

近年若い世代ほど「食」に対する知識が低く、健全

な食生活が実践されていない状況にあることから、

「食」に関する知識の習得と実践を通じた能力・資

質の向上に向けた取組が重要となっている。このた

め、文部科学省、厚生労働省、農林水産省は、３省

連携により食生活の改善や食品の安全性に関する情

報提供等を内容とする「食育」を推進することとし

ている。
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　　国民生活に欠くことのできない「食」を提供する

農業、食品産業等のいわゆる食料産業は、全産業の

国内総生産の10.1％を占める「１割産業」であるほ

か、地域経済にとっても重要な地位を占めるととも

に、地域にとって重要な雇用の場となっている。ま

た、近年の厳しい経済情勢やデフレのなかで、外食

産業の市場規模は10年以降縮小傾向にあるが、弁当、

おにぎり、惣菜といった中食の市場規模は増加傾向

にある。

ウ　世界の農産物需給と食料自給率

　　世界の穀物等の需給は、2002年に入り主要生産国

での干ばつ等を要因に引き締まり傾向にある。また、

世界の食料需給は中長期的にはひっ迫する可能性も

指摘されている。需要面では、世界の人口増加が大

きな拡大要因であり、供給面では、収穫面積の減少

と単収の伸びの鈍化により、１人当たりの穀物生産

量が減少傾向にあるほか、異常気象による干ばつや

洪水等も供給を不安定なものにする要因として懸念

されている。

　　一方、我が国は、栄養不足人口が集中する開発

途上国に対し、食料の確保に資する農村開発等の

支援を行っており、草の根レベルでの非政府組織

（NGO）等の活動とも連携を図りながら引き続き各

種支援を推進していく必要がある。

　　なお、我が国の農産物輸入（金額ベース）は、国

民所得の増加に伴う食生活の多様化・高度化の進行

により、素材型の農産物の割合が徐々に低下し、付

加価値や単価の高い加工品や半加工品の割合が増加

している。近年は、より安価な原材料等を求める食

品産業のニーズの増大や輸送技術の進歩等により生

鮮品の割合が増加している。

　　我が国の食料自給率は、長期的にみると、食生活

が大きく変化したことを背景に低下傾向にある。13

年度のカロリーベースの総合食料自給率は10年度以

降４年連続で40％となり、主要先進国の中で最低の

水準となっている。食料自給率の向上を図るために

は、「食生活指針」の理解と実践を通じた食生活の

見直しとともに、食料・農業・農村基本計画で示さ

れた品目ごとの生産性や品質の向上等、生産・消費

の両面にわたり関係者全体で努力することが重要で

ある。

エ　諸外国の農業政策とWTO等をめぐる動き

　　米国では、2002年５月に成立した新農業法におい

て新たに価格変動対応型支払い制度等が導入された。

この改正により、小麦、とうもろこし、大豆等の主

要作物の生産者の所得は、過去の生産面積を基に保

証されることとなっている。

　　EUでは、共通農業政策（CAP）について、価格

支持から生産刺激的でない直接支払いへの切替え等

を内容とする改革が推進されている。2003年１月に

はCAPの中間見直しの改訂案が公表され、加盟国

間で議論された。

　　一方、WTO農業交渉において、米国やオースト

ラリア等の輸出国は、保護・支持の大幅な削減を主

張しているのに対し、我が国やEU等は、国土・環

境の保全といった非貿易的関心事項に十分配慮した

柔軟性のあるルールの確立を求めている。我が国は

これまでの主張を取りまとめたモダリティ（交渉の

大枠）提案を2002年11月に提出した。

　　その後、2003年２月にモダリティ１次案、３月に

はその改訂版が提示されたが、３月末までにモダリ

ティを確立することはできなかった。我が国として

は、引き続きEU等のフレンズ国等と十分に連携し

ながら、我が国の主張に対する各国理解を得る努力

を粘り強く継続し、「多様な農業の共存」を基本と

する十分にバランスのとれた現実的な合意が形成さ

れるよう最善を尽くすこととしている。

⑵　構造改革を通じた農業の持続的な発展

ア　農業経済の動向

　　13年の我が国の農業総産出額は約８兆９千億円と

なり、ピーク時（昭和59年）に比べ約２兆９千億円、

24％減少した。特に農産物生産者価格指数が過去10

年間で約２割も低下しており、農産物価格の連続的

な下落が農業総産出額の減少に大きく影響している。

　　生産者段階の農産物と生産資材価格の相対的な関

係を示す農業の交易条件指数は悪化の度合いを強め

ている。資材供給面からの交易条件の改善には流通

等の合理化とコスト低減が必要であり、特に、流通

の大宗を担う農協系統の取組が重要である。

　　農家総所得は、９年以降連続して減少し、その減

少率は拡大する傾向にある。特に近年、農業所得の

減少に加え、農外所得の大幅な減少が農家経済に大

きく影響を与えている。このような農家経済の悪化

により、農業投資は減少傾向で推移しており、規模

拡大等新たな経営展開の動きに悪影響をもたらすこ

とが懸念されている。

　　14年の総農家戸数は303万戸で、このうち販売農

家は225万戸と引き続き減少している。特に稲作経

営においては、農産物価格の低迷等を背景に主業農

家の減少割合が顕著となっている。農家人口は14年

に初めて１千万人を下回り990万人となった。この

うち65歳以上の割合は30％（総人口に占める65歳以
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上の割合は18％）となり、高齢化も著しく進行して

いる。

　　新規就農者の動向をみると、非農家出身者の農業

に対する関心の高まり等から増加傾向にあり、13年

には約８万人が新たに就農したが、このうち将来の

農業生産を担う者として期待される新規就農青年は

前年並みの１万２千人にとどまっている。また、女

性は農業就業人口の約６割を占め、起業活動等を通

じて農業や農村の活性化に大きく貢献しており、新

規就農者を確保するうえでも、その参画を促進して

いくことが重要である。

イ　我が国農業の生産構造の現状と構造改革の加速化

　　農業の持続的な発展を図るためには、効率的かつ

安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ま

しい農業構造を確立することが必要であり、意欲と

能力のある農業経営への土地、資本等の集積や法人

化の推進等を通じた構造改革の加速化を図ることが

極めて重要な課題となっている。

　　農家１戸当たりの経営耕地面積はわずかながら拡

大を続けているものの、近年、耕作放棄地の急増や

自給的農家の滞留傾向の強まりを背景に、規模拡大

の動きが鈍化している。経営部門別の構造改革の進

捗状況をみると、酪農単一経営では９割の主業農家

に経営耕地や農業固定資本のほとんどが集積されて

いるのに対し、稲作単一経営における主業農家の割

合は７％であり、主業農家が占める経営耕地、農業

固定資本は２割前後にとどまっているなど、稲作部

門における構造改革が著しく遅れている状況にある。

また、効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的と

した認定農業者の数は、14年12月現在16万８千（う

ち法人6,233）経営体となっているが、真に地域農

業の担い手として施策の対象となり得るよう、認定

農業者制度の十分な検証・見直しが必要である。

　　農業生産法人は有限会社形態を中心に増加してお

り、13年の農地法の一部改正により認められた株式

会社形態をとるものも、15年２月現在で42法人と着

実に増加しており、今後、構造改革特区の導入によ

り多様な形態の参入促進が期待される。

　　我が国の耕地面積は、昭和36年の609万haをピー

クに14年には476万haとなり、近年は耕作放棄を主

因に減少している。農地の権利移動は賃借を中心に

増加し、担い手への集積も進みつつあるが、農産物

価格の低迷や生産調整の強化等からそのテンポは漸

減傾向にあり、農地利用集積の各対策の推進と担い

手への施策の集中化等、一層の取組強化が必要であ

る。

　　農協は、組合員農家の階層分化や安全・安心への

関心への高まり等に十分対応しきれておらず、大規

模農家を中心に農協離れの傾向もみられるなかで、

消費者ニーズに対応した生産・販売や生産資材コス

トの削減等、一層の改革に主体的に取り組むことが

求められている。

ウ　米政策の改革と農産物需給の動向

　　米の消費量が減少傾向で推移するなかで、過剰基

調の継続が米価の低下等を引き起こし、担い手を中

心に水田農業経営が困難な状況となっている。加え

て、耕作放棄地の増加、農業労働力の高齢化が進行

し、水田農業の構造改革は重要な課題である。さら

に、ニーズの多様化に対応した安定供給の必要性が

高まっている。このため、水田農業政策・米政策の

大転換を目指して、14年12月に「米政策改革大綱」

を策定した。

　　水田農業の再構築に当たっては、①農業者の主体

的な経営判断の尊重、②需要に見合った米づくり、

③関係者の創意工夫、④地域の特色ある農業の展開、

⑤水田農業の構造改革の促進、⑥公平・不公平の問

題についての対応、⑦セーフティーネットの整備、

といった視点に立った検討が重要である。

　　米政策改革大綱には、メッセージが明瞭で分かり

やすい政策、効率的で無駄のない政策、決定と運用

のすべての過程について透明性が確保された政策の

三つの理念と、円滑な移行（ソフトランディング）、

目標の明確化、関係者の創意工夫（主体的判断）、

政策全体の一体性の確保の四つの大きな特徴がある。

　　改革の具体的内容としては、①需給調整では、遅

くとも20年度には農業者・農業者団体が主役となる

仕組みの構築、当面の需給調整を生産数量により調

整する方式への転換、助成金体系を全国一律の方式

から地域の創意工夫を活かした方式に転換、②流通

制度では、規制を必要最小限にすることによる創意

工夫ある米流通の実現、③関連対策では、経営政策・

構造政策の構築等を実施していくこととしている。

　　近年、米の需給は大幅な緩和基調で推移しており、

14年度の生産調整は過去最大の前年と同水準となっ

た。一方、米の消費量が減少するなかで、「食」の

外部化、簡便化を背景に外食産業における米の使用

量や、無洗米、無菌包装米飯等の加工米飯の生産量

は増加している。我が国の主食である米の消費拡大

は、健全な食生活の実現、食料自給率の向上にもつ

ながる重要な取組である。このため、米を中心とし

た食生活の健康面における有用性等についての理解

促進、普及・拡大傾向にある米粉パンをはじめとし
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た米粉の利用等の米消費拡大の取組を推進している。

さらに、子ども達への伝統的な食文化の継承等の役

割を担う米飯給食の機会増加や、食育の充実等の取

組が重要となっている。

　　麦・大豆の生産は、12年度から開始された「水田

農業経営確立対策」を契機として拡大基調で推移し

ており、数量的には食料・農業・農村基本計画に沿っ

た16年度の政策目標をも達成している。しかしなが

ら、品質の向上等が伴わない生産量の急増により需

給のミスマッチが拡大している。今後、実需者ニー

ズに対応した生産を行い、品質の向上・安定を図る

とともに、消費面でも実需者との連携による地産地

消等の取組を推進することが重要である。

　　野菜の生産量は、近年、減少傾向で推移している

一方、輸入量は増加傾向で推移しているが、14年は

前年に比べ減少した。このような状況のなかで、国

際競争に対応しつつ、将来にわたって国内産地の供

給力を確保していくためには、消費者や実需者から

選好される品質・価格の国産野菜を供給できるよう、

産地の体質強化をはじめとする生産・流通両面にわ

たる構造改革の推進が必要である。

　　果実の消費量は、近年、ほぼ横ばいで推移してい

るものの、簡便性を好む若年世代を中心に果実離れ

の傾向にあり、消費が伸び悩んでいる。また、栽培

面積は、生産者の高齢化等を背景に減少傾向となっ

ている。13年産のうんしゅうみかん、りんごの収穫

量は、おもて年に当たり需要量を大幅に上回ること

が予想されたことから、生産調整等によりほぼ計画

に近い水準となった。果実の健康機能性等について

の知識の浸透と消費拡大に向け「毎日くだもの200

ｇ運動」を推進していく必要がある。

　　畜産については、BSE発生（13年９月）直後に

減退した牛肉消費量は、と畜場における全頭検査体

制の確立（同年10月）等を境に回復に向かい、それ

に伴い生産量や枝肉価格も回復してきた。しかし、

発生当初の畜産物価格の下落により肉用牛肥育経営

等の収益性は悪化したため、各種対策が実施された。

今後は、14年７月に施行されたBSE対策特別措置

法に基づき、食肉等の安全確保や畜産農家の経営安

定に万全を期すこととしている。

　　また、自給飼料増産の推進が重要な課題であり、

水田での飼料作物生産や耕作放棄地での放牧など農

地の畜産的利用の推進が求められている。こうした

なか、水田を有効に活用できる稲発酵粗飼料の作付

けが近年増加しているなど、稲作農家をはじめとす

る耕種農家と畜産農家の連携強化が期待される。

⑶　活力ある美しい農村と循環型社会の実現

ア　農業の自然環境機能の維持増進

　　農業は自然の循環過程のなかで営まれ、環境と相

互に影響し合うことから、地球温暖化問題をはじめ

地球環境問題の解決のためにも、環境と調和した持

続的な農業の展開を通じて、循環型社会を構築して

いくことが重要となっている。

　　こうしたなか、農業の自然循環機能の維持増進、

良好な環境の形成に資する環境保全型農業の取組状

況をみると、大規模層ほどその取組割合が高い。ま

た、取組農家の多くが契約生産を実施しているなど、

活力のある生産者が積極的に取り組み、消費者の

ニーズに対応している。今後とも、環境保全型農業

の一層の普及・定着が望まれる。

　　農業が有する多面的機能には、国土の保全、文化

の伝承等の様々な役割があり、13年には日本学術会

議が学術的見地から多面的機能を整理し、一部機能

について貨幣評価の試算が行われた。

イ　バイオマスの持続的活用に向けた農山漁村の役割

　　バイオマスは、エネルギーや製品として持続的に

利活用できる生物由来の有機性資源であり、利活用

の過程で大気中の二酸化炭素を実質上増加させない。

また、農林漁業との関連が強く、農山漁村に豊富に

存在する。このため、その利活用は地球温暖化防止、

循環型社会の形成、農林漁業の自然循環機能の維持

増進、持続的な農山漁村の発展に貢献する。さらに、

エネルギーや工業製品の供給等農林漁業に新たな役

割を付与することも期待される。

　　現時点では、廃棄物系バイオマスの利活用に比べ、

収集コストの問題から未利用資源の利用や資源作物

の栽培等は低調である。これらについても今後効率

の高い収集技術の開発・実用化等を進め、経済性の

向上を図ることが重要である。

　　また、廃棄物系バイオマスの利活用に際しては、

効率的な収集・輸送システムの構築とともに、製品

原料、エネルギー原料等への利活用も視野に入れて、

まず経済性等を有する農山漁村とその近郊都市等と

の間で連携を始めることが必要である。

ウ　活力ある農村の実現に向けた振興方策

　　近年の我が国の人口移動をみると、東京圏への集

中傾向が強まり、地方圏の人口は転出超過となって

いる。農家世帯は高齢化が進み、中山間地域を中心

に人口が減少する地域ほど集落活動の停滞が懸念さ

れる状況にある。農村地域の活性化を図るためには、

新たな産業の創出や都市との交流等を通じた定住者

の確保を推進していく必要がある。
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　　人々の意識が「ものの豊かさ」から「心の豊かさ」

重視に転換するなかで、都市住民、農業者はともに

農村の有する豊かな自然や美しい景観を高く評価し

ている。また、都市住民の農村とのかかわり方は、

農村との関与の程度によって余暇を楽しむ活動から

地域づくりや自然環境保全に変化している。農村に

は農業にかかる有形・無形の財が存在し芸術家等も

居住しているが、それらを新たな資源として再評価

していくことも重要である。

　　人々が日常生活で自然にふれあう機会が減少する

なか、都市住民の間でも市民農園に対する要望が高

まっており、多様な利用者の意向に対応した支援の

充実、特に、滞在型市民農園の利用者が地域住民と

ともに地域づくりを行う体制の構築が期待される。

また、グリーン・ツーリズムへの関心が高まるなか、

構造改革特区の活用等により、農家民宿が新たな産

業として展開していく条件を整えていくことが期待

される。

　　農村における道路、汚水処理施設等の基礎的な生

活基盤の整備は依然低水準であり、農村の活性化の

ためには、生活環境施設や商業施設の整備等により、

農村住民や農村を訪れる都市住民に対しても利便性

の高い農村の整備を行う必要がある。

　　美しい農村の実現のためには、住民参加の下で農

地等の適切な保全と利用を図っていく必要があり、

地域の関係者が主体となって検討を積み重ね、目標

とすべき農村像を明確化し、計画段階から関連事業

や施策の連携を図りつつ、施設整備等を一体的に実

施することが重要である。

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・漁業及び食料関連産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12年度結果の主な内容は次のとおりである。

　農業・食料関連産業の国内総生産は51兆9565億円で、

前年度に比べ2.8％減少した。これを産業別にみると、

食品工業、資材供給産業が増加したものの、関連流通

業、農業、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10.1％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。

　平成14年度においては、「平成12年産業連関表」の

国内生産額、投入額、産出額の推計作業を行っている。

第５節　環境保全対策

１　概 説

　今日の環境の状況をみると、地球温暖化をはじめと

する地球環境問題、最終処分場のひっ迫や不法投棄の

廃棄物問題、有害な化学物質による環境への負荷の問

題など、解決が求められている環境問題が多数存在す

る。

　こうした問題の解決を図るため環境基本法に基づき

環境基本計画が策定され、持続可能な社会の構築に向

けた施策が総合的かつ計画的に推進されている。現行

の第二次環境基本計画は、「理念から実行への展開」

と「計画の実効性の確保」という２点に留意して平成

12年12月に見直されたものであり、特に重点的に取り

組むべき11の分野を戦略的プログラムとして示してい

る。

　中央環境審議会では、平成13年12月から、戦略的プ

ログラムのうちの５分野を中心に、第二次基本計画の

進捗状況の点検を行い、その結果については環境大臣

から平成14年７月16日に閣議報告されたところである。

　点検結果にもあるように、ここ数年で環境保全に係

る各施策の基本的枠組みは整備されつつあるものの、

各分野で依然多くの課題を抱えており、基本的な枠組

みの下で具体的な各施策の実効性を高める必要がある。

　特に、地球温暖化対策については、先般、京都議定

書の６％削減約束の達成のための国内制度が整ったと

ころである。また、平成14年12月27日に閣議決定され

たバイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、地域全体

でのバイオマスの総合的な利活用等に関し、今後、そ

の達成に向けた総合的かつ計画的な取組を強化してい

く必要がある。

２　農林水産業に係る環境対策の推進

　平成１４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。
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⑴　地球環境の保全等

ア　熱帯林をはじめとする森林保全対策

　　森林が果たす水源かん養や流域生態系保全等の役

割を踏まえ、持続可能な森林経営を通じた適切な水

資源の保全を効果的に推進していくための政策形成

能力の向上を目的とした国際森林専門家会議を開催

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、熱帯地域の保護林を対象とした経営手

法実証調査等の森林経営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

推進した。

イ　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。

ウ　地球温暖化対策

　 　地球温暖化対策推進大綱に基づき、森林による基

準年排出量比3.9％の二酸化炭素吸収の達成目標に

向け、平成14年12月に「地球温暖化防止森林吸収源

10カ年対策」を策定したところである。

　　本対策においては、

　　①　健全な森林の整備、

　　②　保安林等の適切な管理・保全、

　　③　国民参加の森林づくり、

　　④　木材及び木質バイオマス利用の推進、

　　⑤　報告・検証体制の整備、

　　の５つを柱とする取組を、関係府省と連携を図り

つつ、総合的に推進していく考えである。このため、

森林・林業基本計画に基づき、重視すべき機能に応

じた適切な森林の整備・保全を推進した。

　　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。

エ　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を行った。

オ　技術開発

　　農林水産業由来の有機資源を減量化・循環利用す

る技術、作物資源由来の工業原材料を生産する技術

等の開発を行うとともに、地球温暖化による影響評

価や対策技術、内分泌かく乱物質の動態・作用機構

の解明と対策技術について研究を行った。また、野

生鳥獣による農林業への被害を軽減するための技

術開発、農林水産生態系の機能を維持・向上させる

技術、流域圏環境を統合的に管理する手法の開発を

行った。

カ　バイオマス・ニッポン総合戦略の強力な推進

　　稲わら、家畜排せつ物、食品廃棄物、木くず等、

我が国に豊富に存在するバイオマスを、電気や自動

車燃料などのエネルギーや生分解性プラスチックな

どの製品として有効活用するための具体的な取組を

行った。

⑵　水及び土壌・地盤環境の保全

ア　大気環境・水環境の保全

　ア　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。

　イ　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。

　ウ　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、有明海における冬季のケイ藻
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赤潮等調査、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、ヘテロカプサ

等赤潮の発生予察技術等の開発、赤潮・貝毒情報

ネットワークシステムの充実、貝毒標準品の製造・

配布等、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、環境保全方針を策定し、全国及

び一定規模の水域ごと漁場環境保全施策の検討、

内湾域における発電所取放水が周辺海域の漁業に

及ぼす影響に関する調査、座礁・沈船による漁場

油濁等の実態調査等を行うとともに、水産庁漁業

取締船に油回収資機材を整備した。

　　　また、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

　ア　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。

　イ　公害防除特別土地改良事業
　　　カドミウム等による農用地の土壌またはかんが

い用用排水の汚染に起因した被害を防止、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。

⑶　廃棄物・リサイクル対策

ア　廃棄物・リサイクル対策

　ア　容器包装廃棄物リサイクル促進事業
　　　容器包装リサイクル法の円滑な施行を図るため、

食品製造業者、食品販売業者、食品輸入業者等に対す

る再商品化義務量算定のための調査等並びに再商品化

義務を負う事業者に対する点検指導等を実施した。

　イ　食品リサイクル総合対策事業のうち食品リサイ
クルモデル整備事業

　　　食品リサイクルの推進に当たって重要な課題と

なるリサイクル施設の整備について、他の地域等

のモデルとなる施設の整備を推進した。

　ウ　食品リサイクル促進技術開発
　　　食品廃棄物の発生抑制、再生利用を促進する

技術等を開発するとともに、再資源化のネックと

なっている食品容器等の分別問題を解決するため、

食品容器等に分別不要な生分解性素材を導入・実

用化するための技術開発を行った。

　エ　資源循環型農業推進総合対策事業
　　　環境と調和のとれた農業生産の確立を図るため、

家畜排せつ物等のたい肥化施設等の整備等を行い、

家畜排せつ物等有機性資源の適切な処理・循環利

用の促進、消費者との連携強化による安全でおい

しい農産物の供給等を推進した。

⑷　化 学 物 質 対 策

ア　ダイオキシン類等有害物質対策

　ア　農作物等有害物質総合調査事業
　　　ダイオキシン類等有害物質の農作物等における

含有実態に関して全国的な調査を実施した。

イ　農薬対策

　ア　農薬慢性毒性試験事業
　　　毒性学の進歩に応じ、精度の高い毒性試験法を

開発するとともに、毒性試験、環境影響試験等の

適正実施基準の確立等を推進した。

⑸　自然環境の保全と自然とのふれあいの促進

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

　ア　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。

　イ　保安林等整備管理
　　　森林の有する多面的機能を持続的に発揮させて

いくため、森林に対する国民のニーズの変化を踏

まえつつ、特に公益的機能の発揮が要請される森

林等については、保安林整備計画に基づき、保安

林の指定を計画的に推進するとともに、森林整備

の多様化、効率化を推進するため、保安林の指定

施業要件の見直しを行った。
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　　　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

の保全措置を行うとともに、森林生態系保護地域

のバッファーゾーンを活用した森林の働や森林と

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

　ア　特定希少植物の保存推進事業
　　　「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、特定国内希少野生植物種

の生産・流通業者を適正に指導するとともに、普

及啓発及び実用的な栽培技術の普及等を実施した。

　イ　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　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　社会資本整備

　ア　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。

　イ　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。

　ウ　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。

オ　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

の開発を実施した。

　　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。

⑹　環境政策の基盤となる施策等

ア　緑化推進対策事業

　　全国植樹祭・全国育樹祭や緑の募金活動など国土

緑化運動の展開等と併せ、森林ボランティア活動な

ど広範な国民による森林づくり活動を一層推進した

ほか、里山林の保全管理など市民生活に身近な緑化

技術の開発と普及、学校林の整備・活用などの森林

環境教育等の施策を一体的に実施し、もって国民参

加の森林づくりを推進した。

表５　 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）

Ａ11地球環境の保全等 6,462,098

＊地球環境対策基本方針策定費 6,011

＊地球環境民間活動推進事業 2,937
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＊アジア地域農林水産関連地球サミット対応支援事業

 18,098

＊農村振興対策のうち流通拠点整備事業 487,653

（食品基幹物流高度化事業）

＊農村振興対策のうち流通拠点整備事業 180,554

（生鮮品共同配送施設整備事業）

＊国際熱帯木材機関（ITTO拠出金） 142,953

＊農業環境指標開発特別事業（OECD拠出金） 15,827

＊環境委化学品プロジェクト事業（OECD拠出金）

 8,556

＊農業の多面的機能維持強化事業（OECD拠出金）

 17,409

＊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 （ICIPE拠出金） 22,593

＊稲の環境調和型品種による持続的な生産技術の開発        

（IRRI拠出金） 36,308

＊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） 30,362

＊農業の多面的機能に関する調査研究・普及事業

（FAO拠出金） 134,298

＊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） 49,971

＊バイオテクノロジー関連体制整備事業

（FAO拠出金） 99,624

＊中南米丘陵地域持続的土地利用計画モデル策定調査

（FAO拠出金） 14,354

＊アジアモンスーン地域水田かんがい評価調査

（FAO拠出金） 30,000

＊東南アジア伐採実施規範推進事業 32,943

（FAO拠出金）

＊国家森林政策強化事業（世界銀行拠出金） 36,600

＊地球温暖化抑制のための技術開発 23,217

＊高度肥料利用技術確立推進事業 15,414

＊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  64,909

＊国際防疫及び畜産技術協力推進事業委託費 34,317

＊砂漠化防止等環境保全対策調査費 207,973

＊地球環境保全対策推進費 7,394

＊海外農業農村開発技術センター等事業のうち海外技

術情報提供費 57,721

＊農地・土壌侵食防止対策調査費 190,000

＊環境保全型水資源開発基礎調査費 55,000

＊水資源開発戦略構築調査委託費 78,456

＊砂漠化防止対策推進体制検討調査委託費 180,000

＊地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対

策技術の開発 399,255

＊新資材利用園芸栽培実用化技術の開発 19,768

（熱水等利用土壌管理園芸栽培実用化技術タイプ）

＊エネルギー利用効率向上等環境調和型食品製造シス

テム技術の開発 55,233

＊バイオマスエネルギー利用技術の開発 46,028

＊環境にやさしい木材保存処理技術の開発 59,574

＊環境保全型水産技術の開発 87,229

＊人に優しい木質資材公共利用促進技術開発事業

 30,000

＊木材利用革新的技術開発促進事業 44,400

＊先駆的木造公共施設実証事業 48,400

＊地域材利用学校関連施設整備事業 742,338

＊木の文化創造普及啓発強化事業 45,441

＊木材循環利用普及啓発強化地方推進事業 45,611

＊住宅使用地域材性能把握事業 24,786

　地域木材産業活性化推進事業 56,012

＊環境にやさしい住宅資材利用促進事業 191,700

＊G８森林違法伐採対策支援事業 13,500

＊輸入木材の輸入先国における森林現況把握事業

 8,800

＊森林資源モニタリング調査 237,133

＊森林資源データの分折・利用に関する調査 16,150

＊森林資源モニタリング調査データ地理解析事業

 252,998

＊熱帯保護林経営手法確立調査事業 24,825

＊モデル・フォレスト活動促進支援事業 30,012

＊森林先住民伝統的知識保護・利用促進基礎調査事業

 29,741

＊熱帯林放棄バイオマス再資源化支援事業 20,104

＊民間植林協力推進支援事業 104,055

＊開発途上国人工林環境影響調査事業 32,500

＊政府間林業協力推進調査事業 18,280

＊アジア東部地域森林動態把握システム整備事業

 166,562

＊地域住民森林管理実証調査事業 42,517

＊ IPE／ IFF行動提案推進アジア地域国際森林専門

家会合開催費 20,241

＊永久凍土地帯温暖化防止森林基礎調査事業 14,883

＊途上地域混牧林経営推進確立調査事業 33,000

＊世界水フォーラム関連国際会議準備費 13,307

＊地球温暖化防止のための緑づくり国民活動推進事業 

 510,000

＊炭素吸収源等森林計測体制整備強化事業 45,857

＊CDM植林促進技術開発事業 23,519

＊吸収源対策の第三者認証制度の試行事業 8,640

＊政府開発援助国際漁業振興協力事業委託費のうち漁

－ 40 － － 41 －

大
臣
官
房



第１章　大　臣　官　房 第１章　大　臣　官　房

場環境の変動に対応した水産資源の持続的利用調査

費 176,117

＊ 漁業資源調査等委託費のうちカツオ等安定供給推進

対策調査事業費 15,219

＊漁業資源調査等委託費のうちみなみまぐろの保存の

ための条約に基づく総合的科学調査実施費 76,132

＊ 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 188,419

　先端技術を活用した有明ノリ養殖業強化対策研究費

 55,000

＊地球温暖化に対応した漁場、漁港漁村対策調査事業

費のうち水産業振興対策事業指導事務等に必要な経

費 100,000

　（国有林野事業特別会計）

＊木製治山施設設計指針策定調査 7,360

Ａ13水及び土壌・地盤環境の保全 127,359,468

　水道水源等水質保全対策推進事業 1,608

　魚類ワクチン代替検査法開発費 6,896

　広域農業基盤整備管理調査費のうち信濃川水系開発

調査の地盤沈下分 13,000

　地下水調査費のうち保全調査 81,709

　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 88,500

　農業用水資源環境基礎調査 68,000

　農業集落排水事業 107,482,808

　水質保全対策事業（一般型） 1,728,125

　地盤沈下対策事業 3,100,000

　公害防除特別土地改良事業 959,407

　環境創出型養殖技術の開発 50,873

＊食品産業における資源循環型排水処理技術の開発

 45,500

　環境負荷物質の動態解明 68,421

　水源地域の総合的な管理における森林の機能の発揮

についての調査  8,400

　環境対策等高度化施設整備事業費 264,309

　太陽エネルギーを活用した漁場環境改善システム開

発 34,294

＊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 12,466

　200海里開発促進新技術導入事業のうち閉鎖性汽水

域における底質・水質改善技術の開発 61,938

　漁場油濁被害対策費 147,845

　マリン・エコトピア調査費（事務費） 540

＊漁場環境保全総合美化推進費（事務費） 1,032

　開発漁場保全調査指導費（事務費） 184

　漁業公害調整等指導費（事務費） 672

　漁業公害対策指導費（事務費） 3,977

　漁業環境影響調査費（事務費） 1,119

＊海洋廃棄物生物影響調査（事務費） 693

　油回収資機材整備費（事務費） 12,495

＊生物活用型漁場環境改善調査費 5,001

　海浜生物生息環境調査事業費（事業費） 7,142

　海浜生物生息環境調査費（事務費） 1,010

＊藻場・干潟環境保全事業（事業費） 48,600

＊漁場環境保全推進事業（事業費） 126,369

＊赤潮・貝毒被害防止対策事業（事業費） 81,836

＊赤潮・貝毒被害防止対策費（事務費） 15,103

＊海洋廃棄物生物影響調査（事業費） 62,074

　漁民の森づくり推進事業費 8,785

　漁業環境保全方針策定推進事業費（事業費） 55,177

　漁業環境保全方針策定調査検討費（事務費） 2,194

　発電所取放水内湾漁業影響調査費（事業費）18,415

　発電所取放水内湾漁業影響調査費（事務費） 7,214

　赤潮・貝毒防除基盤技術開発事業（事業費） 11,722

　漁民の森づくり活動推進事業 101,626

＊座礁・沈没による漁場油濁等実態調査事業費 8,123

　ケイ藻赤潮発生被害防止対策事業費 15,000

　閉鎖性海域赤潮被害防止対策事業費 40,001

　赤潮防御技術開発・実用化試験事業費 30,000

＊海と渚の清掃活動推進事業 5,688

　我が国周辺水域資源調査等推進対策費 1,700,741

　持続的養殖生産確保対策事業（事務費）のうち養殖

場環境改善システム開発 159

　海面養殖業高度化推進対策事業 408,777

　持続的養殖生産確保対策事業（事務費） 3,687

　持続的養殖生産確保対策事業（事務費）のうち環境

保全型養殖普及推進対策事業 661

　持続的養殖生産確保対策事業（事務費）のうち養殖

生産物品質安全普及対策事業 387

　環境保全型養殖普及推進対策事業 27,472

　持続的養殖推進対策フォローアップ事業 19,802

　増養殖適正化総合調査事業 13,510

　海面養殖業ゼロエミッション推進対策調査事業

 100,000

　魚類防疫体制整備事業 69,980

　水産総合研究センター魚病対策推進事業 36,000

　魚病対策センター事業 99,401

　漁場環境保全創造事業 2,060,000

　漁港水域環境保全対策事業 200,000

　漁業集落排水施設整備事業 7,663,000

　漁村漁場環境改善対策事業 30,000
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　漁村漁場環境改善対策事業 30,000

Ａ14廃棄物・リサイクル対策 19,827,898

○食品ロス統計調査費 15,688

○食品循環資源の再生利用等実態調査費 14,520

○食品物流基盤技術確立事業のうち環境負荷低減型物

流システム実証事業 17,892

○容器包装廃棄物リサイクル促進事業 75,479

○容器包装廃棄物リサクルシステム推進調査費 20,480

○地域食品関連リサイクル等普及推進事業 4,267

○食品循環資源再生利用等促進事業 13,660

○食品循環資源再生利用等促進法定着推進調査 15,000

○食品産業環境対策総合推進事業費のうち食品循環資

源再生利用等促進法普及推進事業 30,129

○食品リサイクルシステム先進モデル等構築事業費の

うち先進モデル地域・グループ構築事業 30,000

○容器包装リサイクル法普及定着推進事業費 67,838 

○食品リサイクル総合対策事業のうち食品リサイク

ルモデル整備事業 1,381,250

○食品リサイクル促進技術開発 402,043

○食品リサイクルシステム先進モデル等構築事業のう

ち廃食用油リサイクル処理システム普及モデル事業

 6,643

○再生PETボトル利用促進事業 4,500

○食品リサイクルシステム先進モデル等構築事業のう

ち外食産業食品循環資源高度利用・啓発事業 25,470

＊資源循環型農業推進総合対策事業 6,306,444

　資源循環型農業推進総合対策事務費 32,031

＊食品リサイクル総合対策事業のうち都市近郊未利用

資源リサイクル確立対策事業 341,009

　農業生産資材廃棄物処理適正化事業 54,362

○＊農薬環境負荷低減処理技術等開発事業 148,503

○食品残さ等肥料化技術実証確立事業 14,432

　耕種作物活用型飼料増産対策事業 288,495

　自給飼料増産総合対策事業 2,500,388

　飼料対策事業のうち流通飼料対策事業費 259,046

　食品リサイクル総合対策事業のうち有機性資源飼料

化事業 90,703

　経営構造対策事業 600,961

○循環型地域農業確立支援事業 176,465

○農地還元資源利活用事業 132,195

○資源リサイクル畜産環境整備事業 4,710,000

○＊農林水産バイオリサイクル研究 599,774

　有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発 29,097

○＊環境低負荷型新機能性木質系材料等の開発 34,200

○先端技術を活用した水産資源循環型利用技術の開発

 40,000

○木材供給高度化設備リース促進事業 81,000

○木材産業体質強化対策事業 89,381

○＊木質バイオマスエネルギー利用促進事業 353,078

○＊リフォーム資材利用促進支援事業 39,600

＊木質資源循環利用技術開発事業 122,400

＊木質資源循環型総合利用システム化促進事業 16,440

＊樹木成分利用快適住環境促進事業 26,877

○水産加工残滓高度リサイクル推進事業 10,000

○無廃棄型水産加工団地基盤整備事業費 466,158

　廃FRP漁船高度利用技術開発事業費 140,000

Ａ15化学物資対策 1,602,878

＊農作物等有害物質総合調査委託事業 178,752

　農薬慢性毒性試験事業 75,964

　農薬環境負荷低減技術調査委託事業 7,108

　農薬安全使用等総合推進事業 76,430

○＊埋設農薬適正管理事業 150,000

○＊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事業 88,800

　情報化による精密航空防除散布システム開発費

 8,136

　ミバエ類等侵入防止事業 14,224

　特定重要病害虫等特別防除対策事業 11,745

　畜産物等有害物質総合調査事業 43,450

＊動物用医薬品等安全評価基準開発費 23,656

＊農業用施設等有害物質実態調査事業 35,378

＊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  398,172

　生物系農薬の低コスト生産基盤技術の開発 27,944

＊水銀等汚染対策費（有害物質漁業影響評価・対策調

査） （事務費） 39,090

＊有害物質漁業影響評価・対策調査（事業費） 4,965

＊内分泌かく乱物質等漁業影響調査（事業費） 170,326

＊ダイオキシン類等漁業影響調査 248,738

Ａ16自然環境の保全と自然とのふれあいの促進

 190,253,538

＊地球関係対応農業指針策定事業 1,233

＊生物資源保護・利用推進対策事業 3,846

＊農山漁村地域環境保全対策事業 7,795

　環境保全型有機質資源施用基準設定事務費 2,400

　自然循環機能増進総合対策事業 112,171
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　農業環境調査委託費 8,713

＊特定希少植物保存推進事業 4,841

＊環境関連研究機器特別整備事業 3,058

　特殊肥料表示問題検討会等事務費 3,398

　21世紀型農業機械等緊急開発事業 1,073,664

　発生予察総合推進事業 180,588

　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 30,462

　植物防疫情報総合ネットワーク構築事業 70,353

　重要病害虫発生予察事業 98,152

　総合的病害虫管理推進事業のうち総合的病害虫管理

体系確立 133,172

　発生予察総合推進事業委託費 5,256

　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 48,828

　農村振興対策地方公共団体事業推進費補助金のうち

都市農村交流対策事業 101,762

　農村振興対策民間団体事業推進費補助金のうち都市

農村交流対策事業 313,073

　多面的機能維持増進調査費 125,000

　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 51,600

　人と野生生物が共生する農山村地域構築事業 7,526

　農業農村環境情報整備調査 60,000

　農村環境計画策定費補助 220,500

　自然共生・環境創造支援調査費 50,000

　農業農村整備事業計画検討調査費のうち環境に配慮

する技術・工法確立のための実証調査 36,000

　農業農村整備事業計画検討調査費のうち環境調査手

法検討調査 53,000

　かんがい排水事業生態系保全措置検討調査 8,020

　農地整備環境機能増進事業 100,000

　草地畜産活性化環境整備事業 383,000

　グラウンドワーク推進支援事業 40,800

　中山間地域総合整備事業のうち生態系保全施設整備

事業 242,184

　海岸環境整備事業 340,000

＊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 100,000

＊流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生

型管理技術の開発 299,652

　環境保全型農業のための先進計測技術の開発 55,233

○水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の開発 59,344

　食料自給率向上のための21世紀の土地利用型農業確

立に関する総合研究 9,276

　都道府県農林水産業関係試験研究の助成 62,530

　森林整備地域活動支援交付金 10,845,221

　森林整備地域活動支援推進事業 388,372

　流域森林・林業活性化促進対策事業 92,355

　高分解能衛星画像データ活用システム開発事業

 9,000

　森林GIS等整備推進 476,070

　森林の保護・文化・教育的利用の効果等に関する調査 

 13,260

　市町村森林整備対策事業 74,674

　森林計画策定等事業のうち森林計画調査及び計画策

定事業 96,674

　高齢社会における森林空間の利用に関する調査

 5,000

＊里山林の新たな保全・利用推進事業 16,150

　都市山村共生対流促進事業 15,211

＊水源林造成事業 31,519,000

＊特定中山間保全整備事業 24,000

　森林整備促進事業のうち分収林整備高度化事業費

 25,622

　森林整備促進事業のうち花粉症特別対策特別対策事

業費 60,000

　保安林整備管理事業 848,396

　森林環境保全対策事業 61,714

　森林病害虫等防除事業（森林病害虫等防除に必要な

経費）  2,231,048

　国有林野における森林環境保全利用対策のうち森林

環境保全経費 1,163,746

＊内水面外来魚密放流 防止体制推進調査費（事務費）

 332

　漁獲物海中還元等実態調査費 6,137

＊外来魚緊急総合対策事業費のうち 内水面外来魚管

理等対策費 11,897

＊内水面域振興活動推進費のうち内水面外来魚管理等

対策費 2,490

＊漁業資源調査等委託費のうち鯨資源調査費のうち           

国際大型鯨類資源回復調査費 36,699

＊遠洋海域生物資源調費のうち国際大型鯨類資源回復

調査費（事務費） 3,016

＊海産哺乳類混獲等管理促進事業費 2,757

＊漁業資源調査等委託費のうち公海漁業等適正管理事

業 196,912

＊水産生物の遺伝的多様性と近親近交配の鮮明並びに

保存技術の確立 8,871

＊サメ、海鳥の保全管理プログラム作成調査費（事業

費） 9,109

＊サメ、海鳥の保全管理プログラム作成調査費（事務
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費） 608

＊国際資源調査等推進対策費（委託費） 274,854

　国際資源調査等推進対策費（事務費） 1,748

＊海洋生物混獲防止対策調査事業費 （事業費） 43,237

＊海洋生物混獲防止対策調査費（事務費） 559

　野生水生生物共存対策事業費（事業費） 26,180

＊野生水産生物多様性保全対策事業費（事業費）

 14,184

＊野生水産生物多様性保全対策費（事務費） 298

　水産資源保護対策等事業のうち資源保護啓発研究事

業費 15,772

　新養殖技術開発事業 37,019

　外来魚緊急総合対策事業のうち外来魚被害緊急対策

事業 90,000

　水産業振興事業等指導監督及び調査費のうち水産資

源保護事業指導費 607

　水産資源保護対策事業 25,133

　内水面資源増養殖・管理総合対策事業のうち内水面

生態系影響調査 95,600

　栽培漁業技術開発委託費のうちワシントン条約対象

種増殖技術開発事業 10,000

　栽培漁業地域展開事業 714,287

　自然調和型漁港づくり推進事業 6,399,000

　漁港利用調整事業 519,000

　緑地・広場施設整備事業 898,000

　漁港環境整備事業 2,059,000

　海岸環境整備事業 2,806,000

　漁村活性化推進事業 200,000

　都市漁村交流対策事業 100,000

　都市漁村情報循環促進事業 20,000

（国有林野事業特別会計）

　森林生態系を重視した公共事業の導入手法調査のう

ちモデル森林における持続可能な森林経営の確立

 3,630

＊治山事業費のうち保安林整備 12,584,000

＊治山事業費のうち水源地域整備 17,682,000

＊治山事業費のうち直轄治山事業 7,187,240

＊治山事業費のうち山地治山 56,373,512

＊治山事業費のうち防災林造成 2,475,850

＊治山事業費のうち国有林野内補助治山 780,000

＊治山事業費のうち水土保全治山 14,487,000

＊治山事業費のうち共生保安林整備 10,460,000

　森林保全管理事業 （国有林） 628,411

　国有林森林計画 3,307

　分収育林事業 339,296

　森林空間総合利用の推進 148,043

Ａ17環境政策の基盤となる施策等 122,359,377

　環境保全対策連絡調整費 2,946

　公害対策連絡調整等 7,948

　環境影響評価連絡調整推進費 2,148

○農業農村地域資源・環境総合調査費 34,648

○食品産業環境対策指導推進費 11,061

○食品産業環境対策総合推進事業費のうち食品産業環

境対策支援事業費 19,730

○国際標準システム対応推進事業 10,400

○有機農産物の認定・普及の促進等のうち有機農産物

認定・普及促進事業 15,565

○有機農産物の認定・普及の促進等のうち特別栽培農

産物の表示手法検討事業 4,745

　畜産環境対策事務費 4,800

　計画技術指針作成調査費のうち環境影響評価指針調

査 14,415

＊森林環境保全整備事業 45,151,000

＊森林居住環境整備事業 35,990,000

　森林環境教育活動の条件整備促進事業 45,119

＊教育のもり整備事業 247,038

　大規模林業圏開発林道事業のうち環境影響評価事業

 96,697

　間伐等森林整備促進対策事業 874,682

　むらづくり維新森林・山村・都市共生事業 782,893

○間伐総合対策推進事業費のうち木の香る環境整備促

進事業 78,620

　森林環境高度化技術開発普及事業 42,320

　学校林整備・活用推進事業 80,000

　花粉の少ない品種選定に関する調査 8,953

　スギ花粉生産森林情報調査整備事業 30,000

　花粉生産量予測システム普及事業 10,460

　森林環境保全先端技術導入機械開発事業 105,381

　森林環境保全機械化推進事業 96,000

　水産食品品質高度化総合対策事業 110,426

　資源回復計画作成推進事業費 201,688

　我が国200海里内の指導監督及び取締費（取締関係

費） 1,600,275

　有明海環境情報・研究ネットワーク構想策定事業費

 36,044

　提案公募型有明地域等振興対策研究開発事業費

 147,000

　衛生広域利用精度向上技術開発事業費 29,610

　水産精度高度利用システム開発事業費 26,839
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　衛生画像解析による藻場等の分布把握のための技術

開発調査事業のうち水産業振興事業指導事務等に必

要な経費 250,000

（国有林野事業特別会計）

＊森林居住環境整備事業（国有林） 255,174

＊森林環境保全整備事業（国有林） 35,354,354

（漁船再保険及び漁業共済保険特別会計）

　養殖共済赤潮特約掛金補助 580,398

注１）Ａ11～Ａ17の各区分は以下のとおりである。

　　　Ａ11　地球環境の保全等

　　　Ａ12　大気環境の保全

　　　Ａ13　水及び土壌・地盤環境の保全

　　　Ａ14　廃棄物・リサイクル対策

　　　Ａ15　化学物質対策

　　　Ａ16 　自然環境の保全と自然とのふれあいの促

進

　　　Ａ17　環境施策の基盤となる施策等

注２）＊は、地球環境保全関係予算である。

注３）○は、循環型関係予算である。

注４）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14年４月29日（110名）

　勲二等旭日重光章

　　　安　藤　百　福

　勲三等旭日中綬章

　　　普　川　光　男

　勳三等瑞宝章

　　　井　上　政　行　　　　小　林　富士雄

　　　髙　畑　三　夫　　　　外　岡　佐　近

　　　前　田　　　弘

　勲四等旭日小綬章

　　　市　川　博　昭　　　　貝　田　和　孝

　　　菊　地　　　淳　　　　剱　持　浩　裕

　　　阪　口　清　次　　　　坂　根　　　勇

　　　沢　田　　　實　　　　中　村　　　廉

　　　原　　　昭　夫　　　　室　谷　武　彦

　勲四等瑞宝章

　　　石　田　里　司　　　　上　田　莊　三
　　　桐　谷　圭　治　　　　白　井　好　次

　　　只　木　栄　一　　　　永　山　　　明

　　　藤　井　　　豊　　　　武　藤　　　正

　勲五等双光旭日章

　　　上　山　　　貢　　　　蝦　名　豊　造

　　　栗　本　　　弘　　　　佐　藤　正　明

　　　白　石　欣三郎　　　　鈴　木　昌一朗

　　　円　谷　弥三郎　　　　寺　澤　昌　彦

　　　成　田　昌　典　　　　平　野　政　利

　　　吉　開　希　介　　　　吉　田　政　人

　勲五等宝冠章

　　　田　守　榮　子　　　　

　勲五等瑞宝章

　　　足　立　開　作　　　　新　井　　　廣

　　　飯　田　節　也　　　　上　野　好　一

　　　大　西　倫　夫　　　　岡　本　　　

　　　金　子　親代司　　　　木　下　五　月

　　　小　松　直　彦　　　　佐々木　福　德

　　　佐　藤　文　雄　　　　宍　戸　德治郎

　　　 　原　一　雄　　　　杉　　　安　一

　　　髙　橋　正　義　　　　寶　田　　　豊

　　　田　中　義　一　　　　田　中　　　稔

　　　長　　　　　要　　　　中　田　淳　造

　　　西　島　　　甫　　　　廣　木　　　曻

　　　舩　田　 十郎　　　　堀　　　辰　雄

　　　星　野　源重郎　　　　前　田　忠　利

　　　牧　野　平四郎　　　　三　上　久　元

　　　森　　　　　豪　　　　安　西　萬亀男

　　　山　口　 　男　　　　山　本　　　克

　　　山　本　昇　平　　　　 　井　　　潔

　　　吉　原　 　行　　　　米　山　政　一

勲六等単光旭日章

　　　阿　部　長　 　　　　市　川　正　三

　　　井　上　泊　巳　　　　河　合　吉　二

　　　朽　木　由　市　　　　工　藤　太一郎

　　　久保寺　成　夫　　　　小松﨑　新太郎

　　　髙　崎　幸　男　　　　辻　　　和　男
　　　永　田　義　彦　　　　南　雲　宗　司

　　　野　崎　　　寛　　　　蓮　沼　勝　男

　　　船　戸　幸　雄　　　　丸　尾　定　次

　　　丸　山　　　修　　　　宮　下　莊　一

　　　森　川　森之助　　　　矢　作　義　光

　　　渡　部　辰　治　　　　
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　勲六等瑞宝章

　　　宇　井　貞　二　　　　工　藤　行　男

　　　桒　田　　　孝　　　　後　藤　美佐雄

　　　坂　本　德　造　　　　佐　藤　久三郎

　　　清　水　一　志　　　　中　川　日出男

　　　原　口　賢　一　　　　平　石　 　延

　　　藤　嶋　和　夫　　　　太　野　　　盛

　　　松　原　保　德　　　　森　屋　金　重

　　　渡　 　正　幸

イ　平成14年11月３日（109名）

　勲二等旭日重光章

　　　豊　田　　　計

　勲二等瑞宝章

　　　横　川　　　端

　勲三等旭日中綬章

　　　金　田　忠　吉　　　　鴻　 　健　治

　勲三等瑞宝章

　　　内　田　昌　一　　　　河　内　正　通

　　　永　井　和　夫　　　　中　島　英　男

　　　中　瀬　信　三　　　　中　野　賢　一

　勲四等旭日小綬章

　　　大久保　道　彦　　　　河　野　　　彬

　　　齋　藤　伸　二　　　　柴　田　博　一

　　　谷　口　純　平　　　　

　勲四等瑞宝章

　　　今　井　秀　壽　　　　大　隅　清　治

　　　芟　薮　豊　作　　　　駒　口　　　盛

　　　坂　上　成　永　　　　篠　塚　一　夫

　　　照喜名　朝　進　　　　長　岡　正　二

　　　野　本　久　雄　　　　羽　賀　公　男

　　　藤　元　司　郎

　勲五等双光旭日章

　　　飯　野　永　三　　　　小　山　亀　吉

　　　上別府　昭　一　　　　櫻　井　昭　雄

　　　佐　竹　司津夫　　　　佐　藤　　　佐

　　　竹　野　二　郎　　　　土　屋　文　夫

　　　三　宅　　　勝　　　　山　下　健　作

　勲五等瑞宝章

　　　阿久津　二　郎　　　　今　井　七　郎

　　　内　山　和　之　　　　小　勝　正　男

　　　尾　﨑　順　美　　　　叶　内　庄　蔵

　　　上　萬　正　則　　　　上　林　春　松

　　　岸　　　正　治　　　　小　嶋　陽太郎

　　　白　田　光　市　　　　鈴　木　武　敏

　　　髙　橋長右衞門　　　　竹　内　　　勲

　　　竹　内　　　弘　　　　夛　田　光　義

　　　谷　口　一　春　　　　 　山　和　一

　　　 　屋　　　保　　　　仲　川　雅　勇

　　　 　川　　　清　　　　野　村　永　治

　　　早　川　正　一　　　　早　川　光　春　　　

　　　日　髙　　　勉　　　　廣　瀬　春　雄　　　

　　　堀　川　兵　衞　　　　前　野　圭　三　　　

　　　松　下　　　和　　　　三　浦　　　晋　　　

　　　岬　　　常四郎　　　　簗　瀬　隼　人　　　

　　　山　田　鈴　男　　　　遊　佐　 美夫　　　

　　　吉　田　綱　雄

勲六等単光旭日章

　　　圷　　　通　男　　　　足　立　良　

　　　板　橋　正三郎　　　　内　野　正　嗣

　　　岡　﨑　敏比古　　　　 　山　京　一

　　　兼　田　昭　平　　　　北　山　昇　一

　　　木　下　富三雄　　　　今　　　忠　夫

　　　酒　井　英　一　　　　佐々木　重五郎

　　　佐　藤　利　隆　　　　塩　川　　　彰

　　　鈴　木　　　讓　　　　豊　田　豊　治

　　　野　上　孝　夫　　　　 　本　才　次

　　　林　　　直　文　　　　深　町　健　二

　　　松　岡　郁　男　　　　三　浦　俊　雄

　　　森　　　　　 　　　　安　田　　　實

　　　和　田　悦　夫　  　　

勲六等瑞宝章

　　　井　上　孝太郎　　　　歌　田　信　義　　　

　　　岡　田　昭　雄　　　　熊　谷　正　志

　　　佐　藤　　　孝　　　　澤　口　　　忠

　　　清　水　忠　夫　　　　髙　木　俊　助

　　　田　中　久　政　　　　春　名　德　雄

　　　松　岡　末　子　　　　山　中　末　雄

　　　横　田　親　男

２　褒章条例による表彰

⑴　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14年４月29日（45名）

　　　鶴　澤　幸　雄　　　　遠　 　高　雄

　　　川　島　淳一郎　　　　市　毛　英太郎

　　　諸　岡　岩　男　　　　黒　澤　映　一

　　　塚　本　幸次郎　　　　小　幡　拓　也

　　　小　出　孝　之　　　　數　藤　春　夫

　　　森　　　輝　夫　　　　 　田　　　誠

　　　小　林　照　一　　　　平　田　孝　策
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　　　金　田　誠　治　　　　宮　川　義　明

　　　齋　藤　　　敏　　　　影　山　弥太郎

　　　髙　𣘺　　　清　　　　伊　藤　繁　彦
　　　伊　藤　太　助　　　　恒　川　宣　彦

　　　下　田　英　二　　　　石　橋　治　男

　　　來　光　弘　吉　　　　井　川　勝　巳

　　　苅　田　　　修　　　　小　 　　　幸

　　　花　尻　忠　夫　　　　 　保　恒　男

　　　中　村　庄　助　　　　長　尾　 　次

　　　山　﨑　　　昭　　　　鈴　木　茂　男

　　　松　山　忠　生　　　　村　上　雅二郎

　　　渡　邊　　　泉　　　　丸　本　昌　男

　　　森　山　英　樹　　　　尾　形　　　均

　　　中　山　良　吉　　　　濵　本　猶　満

　　　佐　 　高　義　　　　島　田　松　男

　　　鵜　瀬　正　則　　　　　

イ　平成14年11月３日（48名）

　　　大　越　廣　伸　　　　小笠原　金　悦

　　　杉　森　　　 　　　　武　田　弘　道

　　　手　島　健　兒　　　　大　澤　一　義

　　　鈴　木　恒三郎　　　　浅　野　次　男

　　　荒　井　勝　明　　　　飯　塚　晋　司

　　　水　谷　正　昭　　　　小久保　德　次

　　　髙　山　喜一郎　　　　福　田　 　男

　　　山　内　　　曻　　　　木　下　間 郎

　　　髙　三　進　一　　　　入　 　貞　治

　　　細　田　武　國　　　　鎌　倉　弘　政

　　　清　水　幸　三　　　　岡　本　利　昭

　　　友　田　和　夫　　　　朝　倉　昭　

　　　鈴　木　慶　則　　　　深　田　豊　巳

　　　佐々木　新一郎　　　　吉　本　延　

　　　石　原　與志一　　　　開　田　　　和

　　　岸　田　直　正　　　　奧　澤　 　勝

　　　竹　中　　　登　　　　森　下　　　博

　　　矢　田　榮　藏　　　　光　嶋　　　緑

　　　清　水　　　猛　　　　若　山　梧　郎

　　　佐々木　繁　明　　　　荒　牧　　　巧

　　　堺　　　靜　馬　　　　佐　藤　正　行
　　　 　岡　　　稔　　　　鶴　井　幸　彦

　　　益　田　　　勇　　　　丸　山　英　

　　　村　田　正　幸　　　　柿　内　盛　吉

⑵　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14年４月29日（９名）

　　　下　山　彌壽男　　　　稲　葉　　　武

　　　大　島　　　清　　　　髙　瀬　孝　三

　　　 　田　　　繁　　　　松　島　 　保

　　　乾　　　房　次　　　　上　島　健　男

　　　松　田　次　郎　　　　

イ　平成14年11月３日（６名）

　　　小　沼　佐太男　　　　飯　島　 　夫

　　　飯　島　延　浩　　　　 　田　繁　

　　　中　田　之　巳　　　　田　中　耕太郎

第７節　行　政　機　構

１　総 論

　平成14年度の機構及び定員については、「聖域なき

構造改革」の考えの下、時代の要請に即応して行政の

役割を見直すとともに、簡素にして効率的な行政の実

現を図るとの基本的考え方に立ち、「中央省庁等改革

基本法」（平成10年法律第103号）、「行政改革大綱」（平

成12年12月１日閣議決定）等を踏まえ、効率的な定員

配置と定員の縮減をはじめ、行政組織の減量、効率化

の一層の推進を図ることとされ、その要求は従来にも

増して厳選したものとされた。

　また、独立行政法人及び特殊法人等の新設・改廃に

係る要求については、「特殊法人等の個別事業見直し

の考え方」（平成13年８月10日特殊法人等改革推進本

部報告）及び「行政委託型公益法人等改革を具体化す

るための方針」（平成13年７月23日行政改革推進本部

了承）等を踏まえ、これを可能な限り反映させること

とされた。

２　機 構 等

⑴　農林水産省設置法の一部改正

　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制

度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等

を廃止する等の法律（平成13年法律第101号）附則第

132条による改正（平成14年４月１日施行）

　農林水産省の所掌事務において「農林漁業団体職員

の共済年金制度に関すること。」が廃止され、当面の

措置として農林漁業団体職員共済組合が行う業務に関

する事務が追加された。

⑵　農林水産省組織令の一部改正

ア 　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合

制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
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法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整

備に関する政令（平成14年政令第43号）第36条によ

る改正（平成14年４月１日施行）

　　経営局及び同局協同組織課の所掌事務において、

「農林漁業団体職員の共済組合制度に関すること。」

が廃止され、当面の措置として農林漁業団体職員共

済組合が行う業務に関する事務が追加された。

イ 　漁港法施行令の一部を改正する政令（平成14年政

令第60号）附則第15条による改正（平成14年４月１

日施行）

　　水産庁漁港漁場整備部及び同部計画課の所掌事務

における「沿岸漁場整備開発事業に関すること。」

が「漁港漁場整備事業に関すること。」に改められ、

同部整備課の所掌事務における「沿岸漁場整備開発

事業の実施についての指導及び助成に関すること。」

が「漁港漁場整備事業の実施についての指導及び助

成に関すること。」に改められた。

⑶　農林水産省組織規則の一部改正

ア　農林水産組織規則の一部を改正する省令（平成14

年農林水産省令第31号）による改正（平成14年４月

１日施行）

　ア　本省内部部局関係
　　ａ　組織の改正等

　　　 　農村振興局整備部農村整備課に集落排水・地

域資源循環室が新設され、同課の集落排水室が

廃止された。

　　ｂ　専門官の新設等

部局名 名　称 所 掌 事 務

大臣官房 地 方 課
地 方 農 政
指 導 官

地方農政局の行う地方農政局
の所掌事務に係る総合的な政
策の企画及び立案並びに推進
に関する事務に関する企画、
連絡調整及び指導に関する事
務

生 産 局 野 菜 課
野 菜 需 給
調 整 官

野菜の需給に関する事項につ
いての企画及び連絡調整に関
する事務

経 営 局 経営政策課
経 営 政 策
調 整 官

農業経営に関する政策に関し
調整を要する事項についての
企画及び連絡調整に関する事
務

　イ　施設等機関関係
　　ａ 　横浜植物防疫所業務部に統括同定官が新設さ

れ、　同植物防疫所調査研究部の統括同定官が

廃止された。

　　ｂ 　神戸植物防疫所所業務部に統括同定官が新設

され、同植物防疫所大阪支所岸和田出張所が廃

止された。

　　ｃ 　動物検疫所神戸支所に岡山空港出張所が新設

された。

　　ｄ 　動物医薬品検査所に会計課が、企画連絡室に

企画調整課及び技術指導課並びに動物用医薬品

専門官が新設されたことに伴う所掌事務の改正

等、所要の規定が整備された。

　ウ　地方支分部局関係
　　ａ　組織の改正等

　　　⒜ 　九州農政局整備部の鉱害復旧課が廃止され

た。

　　　⒝ 　四国東部農地防災事業所の名称が、四国東

部農地防災事務所に改められ、南近畿土地改

良調査管理事務所大和紀伊平野農業水利事業

建設所の工事課が廃止され、工事第一課、工

事第二課、工務官、用地官及び紀伊平野支所

が新設される等、各事務所及び事業所の組織

改廃に伴う所要の規定の整備が行われた。

　　ｂ　専門官の新設等

　　　⒜ 　東北、北陸、東海及び中国四国農政局に畜

産物流通指導官が新設された。

　　　⒝　九州農政局に事業管理調整官が新設された。

　エ　林野庁関係
　　ａ　組織の改正等

　　　 　東北森林管理局岩手北部森林管理署の位置が

「岩手郡安代町」に改められた。

　　ｂ　専門官の新設等

部局名 名　称 所 掌 事 務

林 政 部 企　画　課
企画調整官

森林・林業基本計画について
の企画及び連絡調整に関する
事務

　オ　水産庁関係
　　ａ　組織の改正等

　　　⒜ 　資源管理部管理課に資源管理推進室が新設

され、同課の漁業管理推進官及び海洋資源調

整官が廃止された。

　　　⒝ 　仙台漁業調整事務所の所掌事務において、

「太平洋広域漁業調整委員会に関する事務（仙

台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るもの

に限る。）」が追加された。

　　　⒞ 　新潟漁業調整事務所の所掌事務において、

「日本海・九州西広域漁業調整委員会に関す

る事務（新潟漁業調整事務所の管轄区域のみ

に係るものに限る。）」が追加された。

　　　⒟ 　境港漁業調整事務所の所掌事務において、

「日本海・九州西広域漁業調整委員会に関す

る事務（境港漁業調整事務所の管轄区域のみ

に係るものに限る。）」が追加された。
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　　ｂ　専門官の新設等

　　　⒜ 　漁港漁場整備部整備課に上席水産土木専門

官が新設された。

　　　⒝ 　仙台、新潟及び境港漁業調整事務所に資源

管理計画官が新設され、新潟及び境港漁業調

整事務所の漁船検査官が廃止された。

ウ　農林水産組織規則の一部を改正する省令（平成14

年農林水産省令第67号）による改正（平成14年８月

１日施行）

　　北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業

及びいか釣り漁業が新たに指定漁業に追加されたこ

とに伴い、各漁業調整事務所に分掌される事務にお

いて所要の規定の整備が行われた。　

エ　農林水産組織規則の一部を改正する省令（平成14

年農林水産省令第80号）による改正（平成14年10月

１日施行）

　ア　本省内部部局関係
　　ａ　専門官の新設等

部局名 名　称 所 掌 事 務

総合食料局 流 通 課
流通情報化
推進専門官

情報通信技術を活用した農
林水産省の所掌事務に係る
物資の流通の改善に関する
専門の事項についての企画、
連絡調整及び指導に関する
事務

　イ　地方支分部局関係
　　　西関東土地改良調査管理事務所に環境調査専門

官が新設された。

　ウ　水産庁関連
　　ａ　専門官の新設等

部局名　 　 名　称 所 掌 事 務

資源管理部 国 際 課
企 画 官

漁業に関する国際協定に
関する事務のうち多数国
間の協定に係る専門の事
項についての企画及び連
絡調整に関する事務

３　定 員

⑴　定員の増員状況

　新たな定員削減計画の第２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

況の下であるが、農林水産省においては79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。

　定員の増減の内訳は次のとおりである。

ア　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 15,742人 15,676人 △66人

食　糧　庁 9,688人 9,300人 △388人

林　野　庁 538人 539人 1人

水　産　庁 951人 956人 5人

　　計 26,919人 26,471人 △448人

イ　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 6,121人 5,695人 △426人

　　計 6,121人 5,695人 △426人

⑵　定員関係法令の改正

　前記⑴の定員増減等のため、平成14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。

　ア 　行政機関職員定員令の一部を改正する政令（平

成14年政令第126号）

　イ 　農林水産省定員規則の一部を改正する省令（平

成14年農林水産省令第32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14年度の検査方針

　農林水産省においては、平成14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

　　　ア 　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

　　　イ 　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　公認会計士等専門家の導入と金融庁との連
携強化

　　ウ　検査重点項目

　　　ア 　信用事業
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　　　　ａ 　法令等遵守態勢及び信用リスク等管理態

勢の適切性等

　　　　ｂ　子会社等との連結状況の適切性

　　　　ｃ 　ペイオフ全面解禁に備えた体制整備の状

況の適切性

　　　　ｄ 　疑わしい取引の届出及び顧客等の本人確

認等への対応の適切性

　　　イ 　共済事業

　　　　ａ 　法令等遵守態勢、共済推進管理態勢及び

共済引受リスク等管理態勢の適切性等

　　　　ｂ 　疑わしい取引の届出及び顧客等の本人確

認等への対応の適切性

　　　ウ 　各事業共通

　　　　ａ　法令等遵守体制の整備・強化

　　　　ｂ　組織統合、事業譲渡等に対する取組

　　　　ｃ　リスク管理の状況

　　　　ｄ 　業務執行体制の整備、内部けん制機能の

強化

　　　　ｅ　監事監査・内部監査の状況

　　　　ｆ　部門別・事業別損益の確立

　　　　ｇ　ディスクロージャーの推進

　　　　ｈ　毒物、劇物等保管・管理の徹底

　　　　ｉ　子会社の業務内容等経営の適切性

　　　　ｊ 　不祥事件等の発生防止、発生後の対応及

び再発防止対策の徹底　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（14年度末）

　　　本　　　省　68人（13年度末66人）

　　　地方農政局　56人（13年度末55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 149名

　・協同組合検査職員（実務）研修　２週間 100名

　・協同組合検査職員（中堅）研修　２週間 81名

　・協同組合検査職員（高等）研修　１週間 60名

　・協同組合金融・証券業務検査

　　技術研修 １週間　　86名

４　検査の実績等

　14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４

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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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、農林水産省行政情報化推進

実施計画（平成10年５月７日行政情報化推進委員会決

定）、e-Japan重点計画 -2002（平成14年６月18日 IT

戦略本部決定）等に基づき、行政情報化を推進してい

るところである。

　平成14年度においては、「平成14年度に取り組む事

項」を定め、社会の情報化の進展に対応した行政サー

ビスの質的向上等を推進し、行政事務の簡素・効率化

及び行政運営の高度化を推進した。具体的な取組事例

は以下のとおりである。

⑴　行政サービスの情報化

　「農林水産省における行政情報の電子的提供の推進

に関する実施方針の一部改定」（平成14年５月30日行

政情報化推進委員会決定）に基づき、農林水産省ホー

ムページの充実を図るとともに、「総合ガイドシステ

ム」の運用開始による情報提供の促進、「双方向情報

交流システム」の構築、及び「意見聴取システム」の

運用開始により、インターネットによる国民各層との

間における双方向の情報流通を推進した。

　また、行政手続の電子化については、申請・届出等

行政手続毎の電子申請書様式を作成し、インターネッ

トを活用した農林水産省電子申請システムによる電子

申請を一部可能とした。

　さらに、調達手続の電子化については、農業農村整

備事業にかかる電子入札システムを構築した。

⑵　行政事務の情報化

　電子申請システムの運用開始に伴い、電子化に対応

した文書管理規則の見直しを行うとともに、申請から

公文書発行及びデータの保存・利用を行う文書のライ

フサイクルに通じた総合的な文書管理システムの整備

に向けて、電子決裁のシステムを構築した。

　また、「農林水産省行政事務ペーパーレス化（電子化）

実施計画の一部改定」（平成14年５月30日行政情報化

推進委員会決定）に基づき、LANシステムによる電

子メール、文書型データベースを活用した事務の簡素・

効率化及び情報の共有化を図り、ペーパーレス化を推

進した。

⑶　そ の 他

　情報システムのセキュリティ対策を強化するため、

インターネットシステムについて、第三者機関による

疑似アタックを含めたセキュリティ監査を実施し、対

策を講じた。

　また、「国の行政機関における情報システム関係業

務の外注化について」（平成12年３月31日行政情報シ

ステム各省庁連絡会議了承）に基づき、本省LANシ

ステム及びインターネットシステムの総合的な管理・

保守業務等の外注を行った。
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