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第１節　�国産農畜産物の競争力強
化に向けた生産面での取
組強化

地方の自主性・裁量性を高める観点から、地域の実
情に応じて柔軟な対応が可能な仕組みである「強い農
業づくり交付金」を引き続き推進した。
また、併せて、農業生産における技術革新（イノベー
ション）を興し、その効果を迅速に波及させることに
より、国内農業の体質強化と国際競争力の向上を図る
こととして、先進的でリスクの高い技術の導入等を行
い、新たな活路を切り拓いていく未来志向型の取組に
ついて国が直接採択・支援する「未来志向型技術革新
対策事業」を引き続き推進した。

１　強い農業づくり交付金

（産地競争力の強化に向けた取組）

事業の趣旨
消費・流通構造の変化にともない、存在感を増す外
食産業、流通業界のニーズ等に対し、産地の農畜産物
の生産・供給体制が応えきれるまでに至っておらず、
輸入農産物における代替が進行。こうしたことから、
国産農産物のシェアの低下を防ぎ、輸入農畜産物に代
替されたシェアを取り戻すことにより、食料の安定供
給を図ることが重要。
また、多様化している消費者・実需者のニーズに対
応すべく、産地における競争力強化に向けた「攻め」
の取組を支援し、国産農産物の力強い生産供給体制の
確立を図ることが必要。
強い農業づくり交付金のうち産地競争力の強化に向
けた取組は、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コ
スト化等の産地の取組を支援することにより、国産農
畜産物の競争力強化、環境と調和のとれた持続的な農
業生産体制への転換に寄与。

⑵　取組の目標
強い農業づくり交付金のうち産地競争力の強化の取
組は、⑴の趣旨を踏まえ、

需要に応じた生産量の確保
②　生産性の向上
③　品質向上
④　農畜産業の環境保全
⑤　輸入急増野菜における国産シェアの奪回
を具体的な政策目標とする取組を支援。

⑶　支援の仕組み
ア　事業実施主体は、地域で揚げる課題解決のために
⑵で掲げる政策目標に即した具体的な成果目標を掲
げ、地域の実情に応じて⑷に掲げる取組を適切に組
み合わせて事業実施計画を策定し、都道府県へ申請。

イ　都道府県知事は、地域の実情及び⑵で掲げられた
政策目標を達成する観点から、地域として独自の取
組（地域提案）を実施可能。

ウ　都道府県知事は、事業実施主体より提出された事
業実施計画の内容を踏まえ、都道府県計画を作成し、
国へ提出。この場合において、都道府県は国と成果
目標の妥当性について協議。

エ　国は、毎年度予算の範囲内において、成果目標の
高さ等に応じ、本対策の実施、指導等に必要な経費
を都道府県へ交付。

オ　都道府県は、自らの裁量により交付された額の範
囲内で、事業実施地区を採択可能。また、地区間の
配分を変更することも可能。

カ　事業実施主体は、各種関連対策との連携を図りつ
つ、事業実施計画に基づいて総合的に取組を実施。

キ　国は、目標年度の翌年度において、成果目標の達
成状況を評価し、次年度の交付金の配分に反映。

⑷　取組の概要
ア　土地利用型作物（稲、麦、大豆）の取組

土地利用型作物の生産性を飛躍的に向上させるた
め、水稲直播栽培や麦・大豆不耕起栽培の導入、高
性能農業機械の効率的利用、乾燥調製貯蔵施設を拠
点とした品質管理の強化等及び米のカドミウムや麦
類の赤かび病対策等を推進。
麦については、実需者ニーズに即した品質の向上
及び安定化を図るため、新品種・技術を組み合わせ
た品質向上栽培技術体系を確立・普及するとともに、
タンパク質含有量等の成分規格に応じた品質評価体
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制の確立、成分毎の仕分け保管・出荷等を推進。
大豆については、①実需者の求める品質、ロット
等により安定供給できる体制を確立する観点から、
生産の安定化技術や実需者との連携による新品種の
導入を推進、②産地と実需者の結びつきを強化する
観点から、産地情報等の受発信、契約栽培の推進、
地産地消を中心とした需要拡大等を推進。
主要農作物種子（「主要農作物種子法」（昭和27年
法律第131号。以下「種子法」という。）第２条に規
定された作物（稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆）
の種子をいう。以下同じ。）については、優良な種
子の安定的な生産・供給体制の確立を推進。
イ　畑作物・地域特産物（いも類（でん粉原料用ばれ
いしょ・でん粉原料用かんしょを除く）、茶、雑豆・
落花生等の畑作物及びそば、ハトムギ、こんにゃく
いも、ホップ、繭、葉たばこ、薬用作物、油糧作物、
染料作物、和紙原料等）の取組
畑作物・地域特産物について、直播の導入など大
規模機械化体系の実現を可能とする省力化技術を確
立するとともに、新品種の特性等に応じた栽培技術
の普及など実需者の求める品質・価格等のニーズに
対応可能な生産体制を確立し、国際化の進展にも対
応し得る産地形成を推進。
茶については、消費者ニーズに的確に対応した高
品質で信頼性の高い茶の加工・流通体制を確立する
ため、荒茶加工施設及び機械等の整備等を推進。
さらに、雑豆、落花生及びこんにゃくいもについ
ては、省力化、低コスト化等を推進し、産地の体質
の強化を加速化させるために必要な条件整備等を推
進。
ウ　果樹の取組

産地の生産供給体制を整備し、消費者ニーズに的
確に対応した特色ある果樹産地を構築するため、優
良品種への改植、園内道の整備、園地改良等の園地
基盤の整備、集出荷貯蔵施設、低コスト耐候性ハウ
スの整備等を推進。
エ　野菜の取組

生産・流通コストのさらなる低減や、高品質で付
加価値の高い野菜の生産・供給の確立を図るととも
に、契約取引を推進するため、施設栽培における初
期コストを低減するための低コスト耐候性ハウス、
露地栽培における労働時間の短縮を進めるための共
同利用機械、流通の合理化に向けた集出荷施設、高
品質野菜の選別や鮮度保持のための選別・予冷施設
等の整備を推進。
オ　花きの取組

花きの生産・流通コストの低減を図るため、ホー
ムユース用短茎多収栽培技術や周年生産技術の普
及、産地と実需者等との間の短茎切花の契約取引の
導入等の取組に必要な、低コスト耐候性ハウス、選
花施設の整備等を推進。
また、輸入花きが追随不可能なブランド花きの生
産供給体制を構築するため、産地オリジナル品種の
育成・開発体制の整備等に必要な種子種苗生産供給
施設の整備など高品質生産技術の導入等による姿・
形が優れている高級花き供給体制の構築のための高
度環境制御栽培施設の整備等を推進。

カ　地産地消及び産直の取組
消費者と生産者の信頼関係の構築、都市部等の消
費者への直接販売や地域の農業と関連産業の活性化
を図るため、加工施設、直売施設、交流施設、集出
荷貯蔵施設、地域食材供給施設等の整備を推進。

キ　農畜産物販路拡大の取組
新たに海外を含めて販路を積極的に拡大しようと
する産地において、地元の生産体制の確立に向けた
高品質化、低コスト化等のための共同利用施設の整
備等を推進。

ク　環境保全の取組
環境と調和した持続的な農業生産方式の確立を図
るため、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律」（昭和25年法律175号）に基づく有機
農産物の生産技術に適合した農産物、特別栽培農産
物に係る表示ガイドライン、「持続性の高い農業生
産方式の導入の促進に関する法律」（平成11年法律
第110号）に基づき、環境と調和した持続的な農業
生産を推進するために必要な共同利用機械・施設、
「地力増進法」（昭和59年法律34号）に基づく不良土
壌地の改善、小規模公害防除を目的とした土壌・土
層改良等の整備に関する支援を推進。

ケ　甘味資源作物・でん粉原料用いも産地再編整備の
取組
てん菜、さとうきび、でん粉原料用ばれいしょ及
びでん粉原料用かんしょについて、「砂糖及び甘味
資源作物政策の基本方向」及び「でん粉及びでん粉
原料用いも政策の基本方向」に沿って、新たな経営
安定対策の円滑な推進を図るため、生産の安定化、
省力・低コスト化等を推進するための高性能機械等
の導入及び施設の整備等の取組を推進。

コ　畜産生産基盤育成強化の取組
地域内一貫生産体制の確立や効率的生産のための
外部化・分業化のための施設、消費者ニーズに対応
した畜産物の加工・販売施設、支援組織の育成及び
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再編統合、事業規模の拡大・多角化に必要な施設、
哺乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな生産
方式の普及、子牛生産部門の協業化、地域の核とな
る協業法人経営体育成のための施設、酪農地域にお
ける肉専用種繁殖経営の導入のための施設、畜産経
営を円滑に継承するための離農跡地等の条件整備等
を推進。
サ　飼料増産の取組

自給飼料生産拡大による自給飼料に立脚した畜産
生産構造への転換を図るため、自給飼料生産基盤の
強化、高生産性飼料生産システムの確立、TMRセ
ンターの設置、日本型放牧の拡大、公共牧場の効率
的利用、未利用地を活用した放牧等の畜産利用等に
必要な作付条件整備、施設機械の整備並びに当該施
設機械のリースを推進。
単収向上、生産の効率化等自給飼料生産に係る新
技術の確立・普及等に必要な条件整備の推進。
シ　家畜改良増殖の取組

肉用牛の改良を図るため、肉用牛検定施設及び和
牛受精卵供給施設の整備を推進。
中小家畜（豚、鶏）の改良増殖を図るため、改良
施設の整備を推進。
馬の改良増殖を図るため、馬の育成施設の整備を
推進。
特用家畜（めん羊、山羊、みつばち、地鶏等）の
振興を図るため、簡易な飼養施設、処理加工施設等
の整備を推進。
乳用雌牛又は肉用繁殖雌牛の貸付け及び譲渡を推
進。
ス　畜産新技術の取組

クローン技術やDNA解析技術を活用した育種改
良手法の開発・検証、性判別受精卵の生産利用体制
の整備等に必要な施設・機械の整備を推進。
セ　食肉等流通体制整備の取組

産地食肉センター、食鳥処理施設及び鶏卵処理施
設における処理の効率化や品質の向上及び機能向
上・改善のための施設整備、家畜取引における近代
化・合理化及び環境・衛生対策等のための施設整備
を推進。
ソ　耕種作物活用型飼料増産の取組

水田における飼料作物作付拡大の条件整備を図る
ため、稲わら等有機資源の収集・供給、堆肥との交
換、水田地帯における繁殖経営育成、粗飼料の広域
流通に必要な施設機械等の整備及び当該施設機械の
リースを推進。
タ　多角的農作業コントラクター育成の取組

担い手の規模拡大等に伴う労働力不足を補完する
ため、農業機械作業の請負に必要な農業機械・施設
の整備及び当該施設の機械のリースの実施により、
耕種部門と畜産部門の多角的な農作業を行う総合的
なコントラクター（農作業請負組織）の育成を推進。

チ　原油高騰対策の取組
原油価格の高騰に対応するため、燃油消費量の低
減に資する園芸用設備等及び農業機械等の導入を推
進。

ツ　穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用（麦、大豆、飼
料用米等）の取組
麦、大豆、飼料用米等の計画的な増産に取り組む
地域において、既存の穀類乾燥調製貯蔵施設等の再
編利用計画の策定を要件として、当該施設の新設、
増設、補修及び大豆との汎用利用等のための模様替
えを推進。

表１　21年度　予算額
強い農業づくり交付金	 382億円の内数

２　未来志向型技術革新対策事業

⑴　事業の趣旨
今後の農政の展開において、国民の食生活や農業構

造の変化に迅速かつ適切に対応しながら農業生産力を
強化していくためには、「攻めの農政」の視点に立っ
た、国内農業の体質強化と国際競争力を向上させる取
組を、スピード感を持って推進していくことが重要。
このような取組の一つとして、特に近年、機能性に

着目したり、新素材・新エネルギー等新産業の創出が
期待できる他国にない農産物品種が開発されるなど、
革新的農業技術の開発が目覚ましく進展していること
から、農業生産現場では、こうした革新技術の活用を
核に、加工・流通の民間企業や消費者等とも連携した
新しい産地システムを構築するための取組を模索・展
開。
このような状況を踏まえ、未来志向型技術革新対策

事業では、農業生産における技術革新（イノベーショ
ン）を興し、その効果を迅速に波及させることにより、
国内農業の体質強化と国際競争力の向上を図ることと
して、先進的でリスクの高い技術の導入等を行い、新
たな活路を切り拓いていく未来志向型の取組を支援。

⑵　事業の目標
ア　多様な消費者・実需者ニーズに対応し需要に応じ
た生産量の確保

イ　生産、経営、加工・流通技術や生産基盤の開発・
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改良等による生産性の向上
ウ　高品質・高付加価値農畜産物の安定生産の推進
エ　農畜産業の環境保全
オ　輸入急増農産物における国産シェアの奪回

⑶　事業の内容
本事業は、下に掲げる事業により構成。
ア　新需要創造対策事業

我が国の技術力を活かし、新食品や新素材を開発
することにより、農畜産物の新たな需要を創造する
ため、新食品や新素材に関する情報の提供、協議会
の育成、技術指導、共同利用施設の整備等を実施。
イ　技術革新波及対策事業

農業生産に係る革新的な技術を迅速に確立し波及
させるため、協議会の開催、技術の普及、共同利用
施設の整備等を実施。
ウ　生産性限界打破事業

現行の営農・技術体系における生産性の限界（生
産コストや経営規模の壁）を新技術・新品種の導入、
未活用労働力・資本の有効活用により打破しようと
する革新的な営農モデルを構築・普及するため、協
議会の開催、技術の実証、共同利用機械の整備等を
実施。
エ　農業支援ニュービジネス創出推進事業

農業機械の利用に伴うコストの縮減を実現するレ
ンタルビジネスを確立するため、農業機械レンタル
サービスに関するガイドラインの作成等を行う全国
推進事業及びレンタルビジネスのモデルの確立に必
要な共同利用機械の整備等を行うニュービジネス創
出支援事業を実施。

⑷　支援の仕組み
ア　事業実施主体は、地域で掲げる課題解決のために、
⑵で掲げる政策目標に即した具体的な成果目標を掲
げ、その達成に向け、地域の実情に応じた事業実施
計画を策定の上、国に事業申請。
イ　国は、事業実施主体から提出された計画について、
直接採択事業の趣旨に合致した取組か、事業実施要
件は満たしているか、地元の同意がとれているか等
の内容を審査のうえ承認し、必要な補助を実施。
ウ　事業実施主体は、承認された計画に基づき、各種
関連対策との連携の下に⑶の事業を実施。
エ　国は、目標年度の翌年度において、成果目標の達
成状況を評価し、目標達成度の低い地域に対しては、
改善計画の作成等の重点指導。

表２　21年度　予算額
未来志向型技術革新対策事業	 384億円の内数

第２節　水田農業構造改革対策

１　米の生産調整の経緯

米については、潜在的な生産力が消費量を相当上
回って推移していることから、昭和46年度以降、国に
よる助成措置等を講じつつ、生産調整の推進を図って
きたところである。
平成16年度からは、平成14年に決定した「米政策改

革大綱」を踏まえ、地域自らの発想・戦略と地域の合
意による地域水田農業ビジョンに基づく取組を支援す
る産地確立交付金等を内容とする水田農業構造改革対
策を実施している。

２　水田農業構造改革対策の概要

⑴　趣　　　旨
水田農業は国土の保全、水源のかん養、自然環境の

保全等の多面的な機能を有しており、水田等において
耕作放棄等を防止し、その環境を良好に保全すること
が極めて重要である。
このため、「米政策改革大綱」及び「米政策改革基

本要綱」に基づき、水田の利活用の推進と多面的機能
の発揮等を図ることとし、水田農業に関する施策につ
いても改革の趣旨に沿って、総合的かつ有機的連携を
図るものである。

⑵　地域水田農業ビジョン
水田の利活用等の推進のためには、地域の特性に応

じた水田農業を地域自らが主体的かつ戦略的に展開す
るとともに、生産対策及び経営対策を一体的に実施す
ることにより構造改革を促進することが重要である。
このため、米の生産調整と米以外の作物の生産を総

合的に勘案した地域の作物戦略・販売、水田の利活用、
担い手の育成等の将来方向を明確にした地域水田農業
ビジョン（以下「ビジョン」という。）を水田環境等
の良好な保全に配慮しつつ策定し、その実現に向けた
地域の取組を推進する。
⑶　水田農業構造改革対策の推進のための助成措置
ア　産地確立交付金

地域の特色ある水田農業の展開を図りながら、米
の生産調整の的確な実施及び水田環境等の良好な保
全をするため、地域自らの発想と戦略により水田農
業の将来方向を明らかにしたビジョンに基づき、需
要に応じた作物生産及び水田農業の構造改革を推進
するとともに、消費者の期待に応える産地を育成す
る地域の取組を支援する。
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このため、国は対策期間中一定額の産地確立交付
金を都道府県水田農業推進協議会（以下「都道府県
協議会」という。）へ交付し、そこで造成された資
金を、地域水田農業推進協議会（以下「地域協議会」
という。）に助成することでビジョンの実現に向け
た取組を支援している。
なお、産地確立交付金は、都道府県協議会の判断
により稲作構造改革促進交付金からの融通を可能と
しているほか、産地確立交付金の中でも、産地確立
事業と新需給調整システム定着交付金助成事業との
間での融通を可能としている。
なお、平成21年度においては、ビジョンを策定し
た1,538協議会に対し、産地確立交付金が交付され
た。

（予算額　［所要額］146,605百万円）
鉉　産地確立事業

産地確立事業は、米の生産調整の的確な実施及
び水田環境の良好な保全を図りつつ、需要に応じ
た作物生産及び水田農業の構造改革を推進し、消
費者の期待に応える産地を育成するための事業で
ある。
具体的には、地域協議会が、ビジョンの実現の
ため、国のガイドラインの範囲内で助成対象とな
る使途や助成要件、助成水準等を設定し、その内
容を産地確立計画書として取りまとめ、その計画
に基づく取組に活用している。
鉤　新需給調整システム定着交付金助成事業

新需給調整システム定着交付金助成事業は、地
域条件に応じた米の生産調整への意欲的な取組を
助長するものである。
具体的には、都道府県協議会が、国のガイドラ
インの範囲内（①大幅な超過達成に対する助成、
②地域特例作物の振興に対する助成、③その他意
欲的な生産調整に対する助成）で、助成対象、助
成要件、助成水準等を内容とする活用方針をとり
まとめ、また、この活用方針に定められた使途か
ら、地域協議会が助成の対象とする使途を選択し、
農業者等への支援を実施している。

イ　稲作構造改革促進交付金
担い手以外の者を対象とした生産調整のメリット
措置として、地域で設定する単価による米価下落時
の収入減少の一部を補てんする。また、地域であら
かじめ取り決めることにより、財源の全部又は一部
を産地確立交付金に融通することも可能。
なお、平成21年度に稲作構造改革促進交付金が交
付された1,321協議会のうち、436協議会で米価下落

対策を実施した。
（予算額　21,760百万円）

ウ　耕畜連携水田活用対策事業
水田において、一定面積以上の団地化、稲発酵粗
飼料又はわら専用稲の生産、水田放牧又は資源循環
の取組による飼料作物の生産に対して、上限13,000
円／ 10ａの助成を実施した。

（予算額　5,404百万円）
エ　水田等有効活用促進対策事業

新規転作田や調整水田等における麦、大豆、飼料
作物、米粉用米、飼料用米の需要に応じた生産拡大
に対して助成を実施した。

（予算額　40,072百万円）
オ　需要即応型水田農業確立推進事業

麦、大豆、米粉用米、飼料用米等について、地域
の計画の下で地域・生産者がまとまって実施する実
需者との連携活動、品質向上、流通効率化等の取組
を支援した。

（平成21年度補正予算額　67,700百万円）
カ　飼料稲フル活用緊急対策事業

水田において、一定面積以上の団地化、稲発酵粗
飼料又はわら専用稲の生産を拡大する取組に対し
て、上限13,000円／ 10ａの助成を実施した。

（平成21年度補正予算額　1,300百万円）

第３節　農産物の生産対策等

１　米生産対策

　⑴　生産動向
平成21年産水稲の作付面積は162万1千haで、前年

産並みであった。
同年産水稲の収穫量は、北海道において不稔もみが

発生したことに加え、低温傾向で推移したことから登
熟不良となったものの、都府県では９月以降おおむね
天候に恵まれ登熟はおおむね順調であったことから、
全国的には前年産よりもやや減少し846万６千tとなっ
た。なお、全国の作況は98、10a当たりの収量は522㎏
であった。

⑵　生産対策
米については、需要動向に即した計画的生産を図り

つつ、麦・大豆等と組み合わせた収益性の高い安定し
た水田農業経営の展開を進めること及び消費者・実需
者ニーズに応え、良質な米を安定的に供給しうる生産
流通体制の確立が重要である。
このような課題に対応するため、稲・麦・大豆の土
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地利用型作物を一体として捉え、共同利用施設の整備
による効率的な生産流通体制の構築や、合理的な作付
体系の導入・定着、老朽化・遊休化した施設の有効利
用のための再編整備等を推進した（強い農業づくり交
付金）。
また、稲作の規模拡大と生産コスト低減のため、生
産性や規模拡大の限界を打ち破る直播栽培技術等の生
産技術を組み合せた技術体系の確立・普及を推進した。
さらに、今後、高齢化の進展により、水田農業従事
者の急速なリタイアの増加が予想され、これら水田の
受け皿となる大規模経営体の育成が急務となっている
中、きめ細かな栽培管理の維持、ほ場集積による作業
効率の向上のため、地理情報システム等を利用した、
ほ場ごとの農作物の生育状況や品質の診断を可能とす
る大規模経営に適した品質管理技術の実用化を推進し
た。
低温対策については、幼穂形成期から出穂期までの
冷害危険期における深水かんがいの実施、適期防除、
適期刈取等冷害や病害虫等に対する技術指導を行っ
た。
このほか、食の安全・安心の確保を図るため、玄米
中のカドミウムについては、消費安全部局等との連携
の下、出穂期前後の湛水管理によるカドミウム吸収抑
制技術の普及を推進した。

２　麦生産対策

　⑴　生産動向
平成21年産麦の作付面積は、４麦計26万6千haで、
前年産並みであった。
収穫量については、北海道において、7月の低温、
日照不足及び長雨により登熟が抑制されたことや穂発
芽が多発したこと、東海、九州地域を中心に、主に
年明け以降の降雨により湿害が発生したこと等によ
り、10a当たり収量が前年産を下回ったことから、４
麦計で85万３千tで、前年産に比べて24万５千t減少し
た。このうち、小麦は67万４千tで前年産に比べて20
万７千t減少した。

⑵　生産対策
小麦については、日本めん用の小麦の需要に対する
国産小麦の国内シェアが、すでに７割に達しているこ
とから、新たにパン用や中華めん用の需要開拓が必要
となっている。
他方、大麦・はだか麦については、生産が横這い傾
向にあり、近年の主食用や焼酎用等の需要の伸びに対
応した生産拡大が不十分となっている。
このような課題に対応し、実需者ニーズを踏まえた

生産に資するため、各産地における近年の生産・販売
動向や品質状況等の現状分析を行った。また、農協等
の生産者団体が主体となった産地協議会を設置し、産
地がこのような課題に対応するための体制づくりを推
進した。加えて、産地改革に資するため、産地による
①品質分析結果に基づくきめ細やかな栽培指導や用途
ごとの品質基準による区分保管、②加工適性に優れた
新品種の導入等による品質の向上・安定化、③需要に
応じた麦種・品種への転換、④担い手に対する農地・
作業の集積や集落営農組織の育成・法人化、合理的な
作付体系の確立等による生産コストの低減等の取組を
推進した。
また、平成21年度に創設した自給力向上戦略作物等

緊急需要拡大対策事業により、①パン・中華めん用小
麦品種の作付けを拡大する取組、②需要の裾野を拡大
するため、実需者と結びついた新商品開発等の取組の
推進を通じ、麦の生産振興を図った。
さらに、稲・麦・大豆の土地利用型作物を一体とし

て捉え、共同利用施設の整備による効率的な生産流通
体制の構築や合理的な作付体系の導入・定着、老朽化・
遊休化した施設の有効利用のための再編整備等を推進
した。（強い農業づくり交付金）（再掲）

３　大豆生産対策等

⑴　生産動向
21年産大豆の作付面積は、主に東北地域において他

作物への転換があったことから、前年産に比べ1,700ha
（前年産対比１％）減少し、14万5,400haとなった。
一方、収穫量については、作付面積が前年産に比べ

て減少したことに加えて、10a当たり収穫量が前年産
を下回ったため、前年産に比べ3万1,800t（前年産対
比12％）減少し、22万9,900tとなった。

⑵　生産対策
生産拡大にあたっては、国産大豆は、気象条件等の

影響により作柄が大幅に変動し、供給量や販売価格が
乱高下することから、実需者の求める品種・品質の大
豆を安定的に生産・供給することが急務となっている。
このため、平成21年度に創設した自給力向上戦略作

物等緊急需要拡大対策事業により、①新たに開発され
た作柄安定技術である大豆300Ａ技術を導入する取組、
②生産者と実需者の安定的な取引関係を構築するため
の契約栽培の取組、③需要の裾野を拡大するため、実
需者と結びついた新商品開発等の取組の推進を通じ、
大豆の生産振興を図った。
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４　野菜対策

⑴　生産・輸出入動向
ア　野菜の生産動向

平成21年産野菜について、作付面積では、ブロッ
コリー（700ha増）やごぼう､キャベツ、えだまめ（と
もに300ha増）など増加した品目は一部にあるもの
の、メロン（600ha減）やにんじん、スイートコー
ン（ともに300ha減）などで減少したことから、前
年に比べ200ha減少し436千haとなった。
生産量では、たまねぎやスイートコーン、かぼちゃ
が主産地である北海道で天候不順等により減少した
ほか、なす、トマト等果菜類でも作付面積が減少し
たことにより、野菜全体では前年に比べ217千t減少
し12,335千tとなった。

表３　平成21年産主な野菜の作付面積、収穫量及び出荷量

イ　野菜の輸出入動向
平成21年の輸出金額は、前年比89％の9,569百万
円と減少した。このうち、生鮮野菜の輸出金額は米
国向けのながいも、香港向けのかんしょが増加した
ものの、台湾向けのながいも、香港向けのいちご等
が減少し、前年比83％の2,453百万円であった。
平成21年の輸入量は、前年比96％の180万tと減少
した。このうち、生鮮野菜の輸入量は、たまねぎ等
の輸入量が増加したことにより、前年比102%の61
万tに増加した一方、野菜加工品の輸入量は、前年
比93％の119万tであった。

⑵　生産・流通対策
輸入品にシェアを奪われている加工・業務用需要を

中心に、国産野菜のシェア奪還を図るため、国産野菜
の安定供給体制の確立を推進した。また、一層の低コ
スト化、高付加価値化等を通じて、輸入野菜との品質・
価格競争に打ち勝つ力強い生産・供給体制の確立を推
進した。
ア　加工・業務用需要への的確な対応に向けた取組

加工・業務用需要における国産野菜のシェア向上
に向けて、生産者・中間事業者・食品製造業者等に
よる供給連鎖（サプライチェーン）の構築のための
取組や、生産現場での品種・栽培技術等についての
実証試験や契約取引を推進する産地指導者育成のた
めの研修会の実施等を支援した。用途別需要に対応
した高機能カット機等の一次加工施設やパッケージ
ング施設、集出荷貯蔵施設等の整備を支援した。
（予算額
　　国産原材料供給力強化対策事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　5,564百万円）

イ　野菜産地の競争力強化に向けた取組
鉉　生産・流通コストを一層削減した野菜生産・供
給を推進するため、①施設栽培における初期コス
トを低減するための低コスト耐候性ハウスや流通
の合理化に向けた集出荷貯蔵施設の整備、②労働
時間の短縮を進めるための共同利用機械等の導入
を支援した。
鉤　高品質で付加価値の高い野菜生産・供給を推進
するため、高品質野菜の選別や鮮度保持等のため
の共同利用施設等の整備を支援した。
（予算額　

　　　　強い農業づくり交付金
　　　　　　　　　　　　　　38,151百万円の内数
　　　　未来志向型技術革新対策事業
　　　　　　　　　　　　　　3,396百万円の内数）
　　　　青果物鮮度保持技術・新流通システム実証
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　　　　　事業
（補正予算）2,164百万円

⑶　価格動向と需給・価格安定対策
ア　野菜の価格動向

野菜は、国民消費生活上不可欠なものであるが、
気象条件の影響を受けて作柄が変動しやすい上に、
保存性にも乏しいため、価格が変動しやすい特性を
持っている。
平成21年の野菜価格は、７月以降、全国的に長雨・
日照不足が続き、生育や収穫等の作業が遅れたこと
により、８月に入り、ばれいしょの市場価格が平年
比200％を超えるなど、野菜価格が高騰した。その
後８月以降は好天に恵まれ、生育が促進し、出荷が
集中したことから、不作だった北海道産たまねぎ等
の一部の品目を除き、全般的に10月以降は平年を下
回る価格で推移した。また、その他の時期において
も、比較的天候は順調に推移したことから、ほぼ平
年並みの価格で推移した。

イ　需給安定対策
「指定野菜の需給ガイドライン」及び「指定野菜
の必要入荷量の見通し」を策定し、これらを踏まえ
生産出荷団体等が作成した供給計画に基づく生産・
出荷を推進した。
７月以降、全国的な長雨・日照不足により生育や
収穫等の作業が遅れたことにより、野菜価格は高騰
した。このため、８月11日に生産出荷団体に対して
出荷の前倒し等の要請を行った。
緊急需給調整の実施については、夏はくさいの加
工業務用向けの販売不振が続いたことから、卸売価
格が低迷し、全国生産出荷団体等から緊急需給調整
の届出があり、７月下旬に市場隔離（1,119t）が実
施された。
ウ　野菜価格安定制度

鉉　指定野菜価格安定対策事業
野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）

に基づいて、一定の面積規模等を満たす野菜指定
産地から出荷される指定野菜の価格の著しい低落
が生産者の経営に及ぼす影響を緩和するために、
独立行政法人農畜産業振興機構が生産者補給交付
金等を交付する事業を実施し、国は、この資金造
成に要する経費について助成を行った。
鉤　特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

野菜生産出荷安定法に基づいて、野菜の需給及
び価格の安定上重要な指定野菜に準ずる野菜（特
定野菜）並びに野菜指定産地への計画的な育成を
推進する野菜産地及び中山間地域の野菜産地等か
ら出荷される指定野菜について、都道府県の野菜
価格安定を目的とする公益法人（以下、「野菜価
格安定法人」という。）が価格差補給交付金等を
交付する事業を実施し、国は、これに要する経費
について、独立行政法人農畜産業振興機構を通じ
て助成を行った。
鉈　契約野菜安定供給事業

野菜生産出荷安定法に基づいて、加工業者、外
食業者、量販店等の実需者との契約取引を行う生
産者に対して、契約取引に係る価格・収量変動の
リスクを軽減するため、独立行政法人農畜産業振
興機構が契約指定野菜安定供給事業を実施し、国
は、この資金の造成に要する経費について助成を
行った。
また、野菜価格安定法人が契約特定野菜等安定

供給促進事業を実施し、国は、これに要する経費
について、独立行政法人農畜産業振興機構を通じ
て助成を行った。
（予算額　野菜生産出荷安定資金造成費

　　　　　　　　　　　　　　　　　9,289百万円）
⑷　消費拡大対策

野菜の消費拡大を推進するため、①子供の野菜嫌い
をなくすための食育体験による野菜摂取拡大活動の推
進、②成人を対象とした企業・団体における野菜摂取
普及啓発活動の推進、③国産野菜の情報提供による普
及啓発活動の推進、④野菜の栄養・機能性成分の情報
提供の取組推進等を実施した。
（予算額　
　　にっぽん食育推進事業
　　　　　　　　　　　　　　2,602百万円の内数

農業競争力強化対策民間団体事業のうちやさ
い・くだもの栄養成分情報提供推進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　49百万円）

野菜は、国民消費生活上不可欠なものであるが、

気象条件の影響を受けて作柄が変動しやすい上に、

保存性にも乏しいため、価格が変動しやすい特性を

持っている。

平成 21年の野菜価格は、 7月以降、全国的に長雨

・日照不足が続き、生育や収穫等の作業が遅れたこ

とにより、 8月に入り、ばれいしょの市場価格が平

年比 200％を超えるなど、野菜価格が高騰した。そ

の後 8月以降は好天に恵まれ、生育が促進し、出荷

が集中したことから、不作だった北海道産たまねぎ

等の一部の品目を除き、全般的に10月以降は平年を

下回る価格で推移した。また、その他の時期におい

ても、比較的天候は順調に推移したことから、ほぼ

平年並みの価格で推移した。

イ 需給安定対策

「指定野菜の需給ガイドライン」及び「指定野菜

の必要入荷量の見通し」を策定し、これらを踏まえ

生産出荷団体等が作成した供給計画に基づく生産・

出荷を推進した。

7月以降、全国的な長雨・日照不足により生育や

収穫等の作業が遅れたことにより、野菜価格は高騰

した。このため、 8月 11日に生産出荷団体に対して

出荷の前倒し等の要請を行った。

緊急需給調整の実施については、夏はくさいの加

工業務用向けの販売不振が続いたことから、卸売価

格が低迷し、全国生産出荷団体等から緊急需給調整

の届出があり、7月下旬に市場隔離（1,119t）が実

施された。

ウ 野菜価格安定制度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成19年 148 144 162 165 152 139 168 166 164 160 142 149

平成20年 142 172 182 175 159 173 137 145 158 150 152 160

平成21年 165 151 182 181 169 160 160 199 154 124 131 146

平年 163 170 177 169 153 150 152 155 161 159 146 152

資料：東京中央市場青果卸売会社協会「東京都中央卸売市場における野菜の入荷数量及び価格」

注：平年とは、過去５カ年（平成16～20年）の月別価格の平均値である。
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表４ 指定野菜（14品目）の卸売価格の動向

（東京都中央卸売市場）
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５　果樹対策

⑴　生産・輸出入動向
ア　果樹の生産動向

平成21年産の果樹栽培面積は前年に比べ4,000ha
減少し、250,700haとなった。主な品目については、
みかん（1,300ha減）、りんご（600ha減）、かき（400ha
減）をはじめ、全般的に減少した。
その一方、平成21年産の果実生産量は、前年産に
比べて4万t増加し、338万tとなった。これは、昨年
生産量の多かったりんご（７万t減）等で生産量が
平年並みであったものの、おもて年となったうん
しゅうみかんが10万t増加したこと等による。

イ　果実の輸出入動向
平成21年の輸出金額は、前年比80％の10,290百万
円と減少した。このうち、生鮮果実の輸出金額は、
香港向けのりんご、なしが増加したものの、台湾向
けのりんごが減少したため、全体的には前年比80％
の8,102百万円であった。
平成21年の輸入量は、前年比103％の259万tと増
加した。このうち、生鮮果実の輸入量は、グレープ
フルーツが前年比97%の17万9千tと減少した一方、
バナナが前年比115%の125万3千tと増加したため、
全体では前年比109%の191万7千tと増加した。
また、果実加工品の輸入量は、りんご果汁が前
年比76％の８万１千t、ぶどう果汁が前年比98%の
４万７千t、グレープフルーツ果汁が前年比92%
の２万６千t等となり、全体では前年比89％の67
万３千tと減少した。

⑵　果樹産地の強化
果樹産地の構造改革を進めるため、目指すべき産地
の姿とそれを実現するための戦略を内容とする「果樹
産地構造改革計画」の産地自らによる策定を推進した。
また、平成19年度より始まった果樹経営支援対策事業
により、果樹産地構造改革計画に基づき、担い手や産
地が行う前向きな取組（優良品目・品種への転換、園

地整備、大苗育苗ほの設置等）を支援した。また、高
品質果実の省力生産を可能とするための技術・資機材
の導入を支援した。この他、果樹産地の競争力強化を
図るため、強い農業づくり交付金により、農産物処理
加工施設、集出荷貯蔵施設等の整備を支援した。
（予算額　果樹経営支援対策事業　

助成枠　4,750百万円
　　　　　果樹産地高度化緊急支援対策事業

助成枠　1,868百万円
　　　　　強い農業づくり交付金

38,151百万円の内数）
⑶　需給安定対策

果実の需給安定を図るため、次の事業を実施した。
ア　果実計画生産推進事業

うんしゅうみかん及びりんごについて、生産出荷
計画の作成、摘果等による生産量の調整による需給
安定対策を実施した。
平成21年産は、うんしゅうみかんはおもて年を勘
案し、りんごは平年並みの水準と見込み、適正生産
出荷見通し（適正生産量：うんしゅうみかん100万
ｔ、りんご86万ｔ）を策定した。これをもとに、全
国、道府県、産地の段階でそれぞれ生産出荷目標を
策定するとともに、各産地では、摘果等による適正
生産量の達成に向けた取組が推進された。

　　　　（助成枠　125百万円）
イ　緊急需給調整特別対策事業

うんしゅうみかん及びりんごについて、適切な需
給調整を実施したにもかかわらず、一時的な出荷集
中により、価格が低下した場合等において、生産者
団体主導により生食用に集荷された果実を加工用に
仕向ける際に要する経費の助成を行った。
平成21年産については、うんしゅうみかんにおい
て、極早生みかんの終盤である10月21日から30日に
かけて、また、早生みかんの最盛期である11月21日
から12月10日にかけて、さらに、りんごにおいて、「ふ
じ」の最盛期である11月28日から12月７日にかけて、
出荷量が多く流通在庫の増加と相まって短期的に需
給が緩み、価格が下落することが予想されたため、
緊急需給調整特別対策事業を実施し、価格のさらな
る下落を回避した。

（助成枠　359百万円）
⑷　加工・流通対策

食の簡便化等により、加工・業務用の需要は高まっ
ているものの、原料果実は主に輸入品が占める一方で、
消費者の安全性へのニーズの高まり等から国産原料用
果実の需要が高まっており、これに対応する加工・業

5 果樹対策

(1) 生産・輸出入動向

ア 果樹の生産動向

平成21年産の果樹栽培面積は前年に比べ○○ha減

少し、○○haとなった。主な品目については、みか

ん（1,300ha減）、りんご（600ha減）、かき（400ha

減）をはじめ、全般的に減少した。

その一方、平成21年産の果実生産量は、前年産に

比べて4万t増加し、338万tとなった。これは、昨年

生産量の多かったりんご（7万t減）等で生産量が平

年並みであったものの、おもて年となったうんしゅ

うみかんが10万t増加したこと等による。

イ 果実の輸出入動向

平成21年の輸出金額は、前年比80％の10,290百万

円と減少した。このうち、生鮮果実の輸出金額は、

香港向けのりんご、なしが増加したものの、台湾向

けのりんごが減少したため、全体的には前年比80％

の8,102百万円であった。

平成 21年の輸入量は、前年比103％の 259万 tと増

加した。このうち、生鮮果実の輸入量は、グレープ

フルーツが前年比 97%の 17万 9千 tと減少した一方、

バナナが前年比 115%の 125万3千 tと増加したため、

全体では前年比109%の191万7千tと増加した。

また、果実加工品の輸入量は、りんご果汁が前年

比76％の8万1千t、ぶどう果汁が前年比98%の4万7千

t、グレープフルーツ果汁が前年比 92%の2万 6千t等

となり、全体では前年比89％の67万3千tと減少した。

(2) 果樹産地の強化

果樹産地の構造改革を進めるため、目指すべき産

表５　平成21年産主な果実の栽培面積、収穫省及び出荷量

栽培面積 収穫量 出荷量
百ha 千t 千t 百ha 千t 千t

み か ん 499 1,003 893 △ 13 97 86
その他かんきつ 287 - - △ 4 - -
り ん ご 411 846 751 △ 6 △ 65 △ 58
日 本 な し 147 318 293 △ 3 △ 10 △ 9
西 洋 な し 18 34 30 0 0 0
か き 236 258 212 △ 4 △ 9 △ 1
び わ 17 7 5 0 0 0
も も 110 151 138 △ 1 △ 7 △ 6
す も も 32 21 18 0 △ 5 △ 5
お う と う 49 17 15 △ 1 0 0
う め 182 115 100 △ 3 △ 6 △ 4
ぶ ど う 194 202 185 △ 2 1 2
く り 229 22 16 △ 4 △ 4 △ 3
パインアップル 6 10 9 0 0 0
キウイフルーツ 25 35 30 △ 1 △ 3 △ 3
資料：栽培面積は「耕地及び作付面積統計」、収穫量及び出荷量は「果樹生産出荷統計」
注：パインアップルの収穫量及び出荷量は沖縄県のみ

品目 栽培面積 収穫量 出荷量
前年産増減
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務用への国産果実の安定的な供給体制の確立を推進し
た。
ア　加工・業務用需要への対応

加工・業務用需要における国産果実のシェア向上
に向けて、生産者・中間事業者・食品製造業者等に
よる供給連鎖（サプライチェーン）構築の取組に対
して支援した。
（予算額
　　国産原材料供給力強化対策事業

5,564百万円）
イ　国産果実加工需給安定化緊急支援対策事業

長期契約に基づく加工用果実の出荷の促進、コス
トの低減及び販路の確保に向けた取組に対して支援
した。

（助成枠　492百万円）
⑸　消費拡大対策

食育の取組と連携を図りつつ、科学的知見に基づく
正しい果実の健康機能性等の情報提供を行う「毎日く
だもの200グラム運動」を推進し、果実の旬の時期に
集中して、①児童・生徒に対する出前授業等による食
育体験の推進、②量販店等における果実の摂取目安量
等の情報提供、③従業員食堂における果実摂取の啓発
活動の推進等訴求対象を絞った取組を実施した。また、
果実の栄養・機能性成分の情報提供の取組を推進した。
（予算額
　　にっぽん食育推進事業

2,602百万円の内数
農業競争力強化対策民間団体事業のうちやさい・
くだもの栄養成分情報提供推進事業

49百万円）

６　花きの産業振興対策

⑴　生産動向
平成20年産の花きの生産の動向は表６のとおりであ
る。

⑵　産業振興対策
平成17年3月に作成された「花き産業振興方針」に

即して次の諸対策を実施した。
ア　花きの生産・流通に関する施策

花きの産地の生産・流通コストの低減、ブランド
花きの生産供給体制の構築等の取組を推進するた
め、低コスト耐候性ハウス、集出荷貯蔵施設の整備
等を実施した。
（予算額　強い農業づくり交付金

38,151百万円の内数）
イ　花きを暮らしに取り込む活動等の推進

花のあるライフスタイルの提案や生活向上のモデ
ル的取組の普及を図るとともに、花きの生産、小売
業者等との連携強化の促進等を実施した。
（予算額　花きを暮らしに取り込む活動等推進事業

21百万円）
ウ　花き産業振興総合調査

花き関係の基礎データの整備、調査・分析を行っ
た。

（予算額　１百万円）
なお、本年に上記「花き産業振興方針」の見直し
を開始し、平成22年4月に新たな「花き産業振興方針」
を策定した。

７　甘味資源作物の生産対策

⑴　甘味資源作物の生産動向
てん菜の生産は、昭和60年以降、北海道農業団体に

よる作付指標面積の設定等により、需要の動向に即し
た計画生産が行われており、平成21年産の作付面積は、
６万4,500ha（前年比98％）であった。また、10a当た
り収量は、６月中旬及び７月中下旬における低温、日
照不足及び多雨により生育が停滞するとともに、道内
各地で湿害が発生したため、5.66t（同88％）、生産量
は364.9万t（同86％）となり、平年を下回る（平年比
87％）水準となった。
さとうきびについては、平成21年産の収穫面積は

２万3,000ha（前年比104％）となった。10a当たり収
量は、概ね天候に恵まれたため、鹿児島県、沖縄県
両県平均で6.6t（前年比92％）（鹿児島県：6.2t（同
84％）、沖縄県：6.9t（同97％））と作柄が良かった
前年（平年比109%）を下回ったものの、生産量は、
151.5万t（同95％）となり、平年を上回る（平年比
112％）水準となった。

⑵　てん菜生産振興対策
てん菜は、北海道畑作農業における基幹的な輪作作

物であるとともに、地元のてん菜糖製造事業者で製糖

(2) 産業振興対策

平成 17年 3月に作成された「花き産業振興方針」に

即して次の諸対策を実施した。

ア 花きの生産・流通に関する施策

花きの産地の生産・流通コストの低減、ブランド

花きの生産供給体制の構築等の取組を推進するた

め、低コスト耐候性ハウス、集出荷貯蔵施設の整備

等を実施した。

(予算額 強い農業づくり交付金

24,416百万円の内数)

イ 花きを暮らしに取り込む活動等の推進

花のあるライフスタイルの提案や生活向上のモデ

ル的取組の普及を図るとともに、花きの生産、小売

業者等との連携強化の促進等を実施した。

(予算額 花きを暮らしに取り込む活動等推進事業

21百万円)

ウ 花き産業振興総合調査

花き関係の基礎データの整備、調査・分析を行っ

た。

(予算額 2百万円)

なお、本年に上記「花き産業振興方針」の見直しを

開始し、平成 22年 4月に新たな「花き産業振興方針」

を策定した。

表６ 平成20年産の花きの生産の動向

産出（出荷）額積面付作目　品
円億ah

16,840 4,734,000 （千本） 2,206
（98） （98) （90)
1,963 284,000 （千鉢） 1,009
（96) （97) （90)

1,640 777,200 （千鉢） 332
（97) （98) （91)

6,983 138,176 （千本） 320
（93) （93) （44)
567 157,200 （千球） 30
（101) （94) （94)
6,553 4,763 （ha） 66
（101) （98) （103)
136 49,045 （千鉢・千本） 49
（106) （100) （98)

34,682 - 4,012
（97) （-) （83)

注：（）の数字は前年比で、単位は％

出荷数量

球 根 類

芝 類

地 被 植 物 類

合 計

切 り 花 類

鉢 も の 類

花壇用苗もの類

花 木 類
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されるなど地域経済上重要な役割を担っており、その
生産振興に当たっては、需給に応じた計画的な生産を
行うとともに、砂糖の内外価格差の縮小が強く求めら
れる中で、生産コストの一層の低減等が必要となって
いる。
このため、平成21年度については、てん菜生産構造
改革特別対策基金事業において、直播栽培の導入によ
る省力化、需要に応じた計画生産等の取組について支
援を行った。

⑶　さとうきび生産振興対策
さとうきびは、台風、干ばつ等の自然災害の常襲地
帯にある鹿児島県南西諸島及び沖縄県の農業における
基幹作物であるとともに、さとうきび産地に立地した
甘しゃ糖製造事業とも相まって地域経済上重要な役割
を担っている。その生産振興に当たっては、地域の担
い手を中心とする生産組織の育成等を進めるととも
に、砂糖の内外価格差の縮小が強く求められる中で、
生産性や品質の向上等が必要となっている。
このため、平成21年度については、機械化一貫体系
確立のためのハーベスター等の導入、かん水設備の整
備、さとうきび害虫に対する新防除体系の導入に向け
た実証、高糖性品種を中心とした優良種苗の普及のた
めの原種ほ設置等に対する支援を行った（強い農業づ
くり交付金）。

８　特産農産物の生産振興対策

いも類、雑豆、落花生、工芸作物等の特産農産物は
地域農業において極めて重要な地位を占めているが、
その多くは加工原料用需要であるため、海外産品との
競合等により需要が伸び悩んでいるものが多いこと等
から、需要の動向に沿った計画的生産を推進し、生産
性及び品質の一層の向上を図ることが重要な課題と
なっている。
これら特産農産物の生産動向及び振興対策は次のと
おりである。

⑴　特産農産物の生産動向
ア　いも類

平成21年産かんしょの作付面積は4万500haで、
前年産並み（前年比100％）であった。また、10a当
たり収量は、鹿児島県、茨城県等でおおむね天候に
恵まれ、生育が良好であったことから2,530kg（同
102％）となり、生産量は102万6千t（同101％）となっ
た。
平成21年産ばれいしょの作付面積は、北海道にお
ける他作物への転換や都府県における高齢化に伴う
離農等により8万2,900ha（同98％）となった。また、

10a当たり収量は、主産地である北海道で７月中旬
以降の日照不足の影響により小玉傾向となったこと
から、2,950kg（同91％）となり、生産量は244万5
千t（同89％）となった。
なお、地域別の主な内訳は、北海道産187万9千t（同
88％）、都府県産56万6千t（同92％）となった。

イ　雑豆、落花生
雑豆は、小豆、いんげん、えんどう、そら豆、さ
さげ等の総称であって、大豆、落花生及び緑豆は除
かれる。平成21年産の雑豆の作付面積は、小豆3万
1,700ha（前年比１％減）、いんげん1万1,200ha（同３％
増）であった。
生産量については、小豆、いんげんともに、主産
地である北海道において、７月中下旬の低温、日
照不足及び多雨による湿害が発生したこと等から、
10a当たり収量が前年を下回り、小豆で5万2,800t（同
24％減）、いんげんで1万5,900t（同35％減）となった。
落花生は、作付面積は7,870ha（同２％減）であっ
た。生産量は、主産県である千葉県でおおむね天候
に恵まれ、生育が良好であったことから、10a当た
り収量が前年を上回り、2万300t（同５％増）となっ
た。

ウ　茶
平成21年の茶栽培面積は、前年に比べ700ha減の
4万7,300ha（前年比98.5％）となった。
荒茶生産量は、品質重視の傾向に加え長雨や天候
不順等の影響から、8万6千t（同90.1％）となった。
また、輸出は1,984t（同112％）で、うち緑茶が
1,958t（同115％）であった。一方、輸入は4万109t（同
93％）で、うち緑茶が5,865t（同80％）、紅茶が1万
7,399t（同97％）、その他の茶が1万6,844t（同94％）
であった。

エ　その他の特産農産物
平成21年のその他の特産農産物の生産量は、そ
ばが1万5,300t（主産地11道県、前年比66％）、い
ぐさが主産県（熊本県、福岡県）で1万4,300t（同
104%）、こんにゃくいもが主産県（群馬県、栃木県）
で6万2,700t（同113%）、ホップが303t（岩手県他･
同68%）であった。

⑵　特産農産物振興対策
地域の諸条件及び消費者・実需者ニーズに対応した、

生産性の高い効率的かつ安定的な産地の形成、いも類、
雑豆、落花生、工芸作物等の生産性及び品質の向上等
を図るため、担い手を中心とした生産から流通まで一
貫した高度な産地体制の構築、消費者・実需者との連
携体制の整備、特色ある産品の開発、低コスト化、高
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品質化の推進に必要な新技術・新品種の導入・実証等
を推進した（強い農業づくり交付金）。
ア　いも類、雑豆、落花生、茶等畑作物

それぞれの畑作物が抱える具体的な課題とその取
組方法を地域として明確にし、輸入品との競合、消
費者・実需者ニーズの多様化、価格の低迷、農業者
の高齢化等現在の畑作物をめぐる厳しい環境に対応
できるよう、持続的な生産システムの構築、消費者・
実需者が望む品質への向上及び一層の低コスト化を
図り、生産・流通・加工体制の整備を推進した。
また、ばれいしょについては、加工用ばれいしょ
の省力高品質生産体系の確立を推進した。
イ　そば、いぐさ、こんにゃくいも等地域特産物

地域特産物の、安定的な生産・供給や輸入品との
差別化を図るため、低コスト化、付加価値の向上及
び産ブランド産地の確立並びに新技術及び新品種・
新作物の導入等を推進し、地域特産物産地の育成を
図った。

⑶　特定畑作物等対策
雑豆、落花生、こんにゃくいも、かんしょ及びばれ
いしょ並びにこれらの加工品について、消費動向の調
査、新規用途の開発・普及等を推進した。
また、雑豆、落花生及びこんにゃくいもについて、
産地の構造改革を加速化する観点から、契約栽培の推
進、他作物への転換等による産地強化対策を緊急的に
推進する特定農作物産地構造改革対策事業を措置し
た。

９　蚕糸業振興対策

⑴　蚕糸業の動向
我が国の養蚕業は中山間・畑作地域の農業経営にお
ける重要な作目として、また、製糸業は養蚕業と絹業
を結ぶ仲立ちとして、ともに地域経済に重要な役割を
果たしている。
しかしながら、養蚕農家数、繭の生産量は大幅に減
少し、それに伴い生糸生産量も減少してきている。ま
た、長期にわたる「きもの」離れに加え、安価な絹製
品の輸入の増加等により、生糸価格は低迷している。
ア　養蚕概要

養蚕農家の高齢化、後継者不足による労働力事情
の悪化、生糸価格の低迷等により、飼育を中止する
農家や掃立規模を縮小する農家が増加したため、平
成21年度の収繭量は327t（前年比86％）であり、蚕
期別にみると春繭は124t（同85％）、初秋繭は85t（同
88％）、晩秋繭は118t（同85％）であった。
イ　生糸需給

平成21生糸年度（平成21年６月〜 22年５月）の
生糸供給量は、期初在庫数量4,158俵（前年比88％）
に、国内生産量1,029俵（同75％）、輸入数量12,857
俵（同106％）を加え、18,044俵（同96％）であっ
た。他方、需要量は、国内生糸引渡数量14,383俵（同
98％）であったため、期末在庫数量は3,661俵（同
88％）となった。

⑵　蚕糸・絹業提携支援緊急対策
蚕糸対策については、従来、「生糸の輸入に係る調

整等に関する法律」（昭和26年法律第310号。以下「生
糸輸入調整法」という。）に基づき、独立行政法人農
畜産業振興機構が生糸の輸入時に徴収する輸入糸調整
金及び国費を財源として、養蚕農家の繭代を補てんす
ることにより国産生糸の競争力を確保し、蚕糸業の経
営安定を図ってきた。
しかしながら、国内の和装需要の減退、安価な生糸

や二次製品の輸入の増大等による生糸価格の低迷等が
続き、農家数、生産量等の減少に歯止めがかからず、
このままでは産業として消滅しかねない危機的状況に
陥ったことから、平成18年５月に「今後の蚕糸業の在
り方に関する検討会」を設置し、平成19年３月に新し
い蚕糸業振興対策の展開方向についての報告の取りま
とめを行った。
この報告に沿い、平成20年４月11日付けをもって生

糸輸入調整法を廃止するとともに、繭代補てんによる
蚕糸対策を転換し、今後は、繭・生糸の生産から最終
製品に至る加工まで一貫して国内で行われた希少性の
ある「純国産絹製品」を国産ブランドとして確立する
とともに、川上（蚕糸業）と川下（織物業、流通業等）
が提携グループを構築し、①消費者にとって魅力のあ
る純国産絹製品づくりを行い、②その製品を消費者に
適正な価格で購入してもらい、③その収益をグループ
内で川上・川下業者が適正に配分する仕組みを確立す
ることにより、蚕糸・絹業双方の持続的発展を図るこ
ととした。
このため、平成19年度補正予算により35億円を措置

し、公募により決定した（財）大日本蚕糸会に蚕糸・
絹業提携支援緊急対策基金を造成するとともに、これ
を取り崩し、平成19年度（平成20年２月）から、新た
な対策として「蚕糸・絹業提携支援緊急対策事業」を
開始したところである。
この事業では、①各事業者が提携グループ作りの準

備をし、平成22年度末までに提携システムに移行する
こと、②移行して３年間は、各グループが行う純国産
絹製品の試作品の作成、販売促進、繭・生糸の生産か
ら最終製品の販売までの品質向上やブランド化のため
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の取組等に必要な助成金を交付すること、③養蚕農家
が提携グループに移行するまでの間、経過措置として
従来と同様、繭代を補てんすることとしており、平成
25年度の事業終了時には全ての養蚕農家が提携システ
ムに参画し、持続的な蚕糸業を確立することとしてい
る。

⑶　繭・生糸の国境措置
繭については、平成７年４月のWTO協定実施に伴
い、事前確認制から関税割当制度に移行している。
一方、生糸については、平成７年度に関税相当量を
支払えば誰でも輸入できる仕組みになったが、同時に、
絹業者の経営の安定を図るため、生糸の総需要量に対
して国内生産量では不足する数量について関税相当量
を大幅に引き下げる実需者輸入割当制度を設け、農林
水産大臣の認定を受けた実需者は、独立行政法人農畜
産業振興機構が生糸輸入調整法に基づき徴収する輸入
糸調整金を支払って輸入することができる制度を、平
成19年度まで実施してきた。
平成20年度に生糸輸入調整法が廃止されたことに伴
い、引き続き、生糸の実需者の安定的な輸入が可能と
なるよう、平成20年度から、関税割当制度の対象に生
糸を追加し、繭及び生糸を合わせて関税割当枠を設定
することとなった。
平成21年度の関税割当枠は1,548t（繭、生糸を合わ
せた数量で生糸換算である。）に設定した。
なお、税率については、繭の二次税率は６年間で
15％引き下げられ、基準額2,968円／ kgに対し平成21
年度は2,523円／ kgが適用された。また、生糸の二次
税率については、６年間で15%引き下げられ、基準
額8,209円／ kgに対し平成21年度は6,978円が適用され
た。

10　砂糖類対策

⑴　砂糖の需要及び価格の動向
ア　砂糖の需給

我が国の砂糖の需要量は、平成３年までは260万
t台でほぼ横ばいで推移してきたが、平成４年以降
加糖調製品の輸入、消費者の低甘味嗜好等を背景と
して減少傾向が続いており、平成17砂糖年度以降は
220万tを下回って推移し、平成20砂糖年度（平成20
年10月〜 21年9月）には214万tとなった。
他方、供給量は、てん菜糖、甘しゃ糖を合わせた
国内産糖が88万t、輸入糖が122万tとなっている。
国内産糖については、てん菜糖は、てん菜の作付
面積が6万6,000haとなり、前年産に比べて約600ha
減少（△0.9％）し、8月中旬から下旬にかけての低

温・日照不足の影響で生育が停滞したものの、9月
以降概ね天候に恵まれ、歩留まりが向上したこと等
から、産糖量はバイオエタノール用原料糖液を除き
72万５千t（前年比102.2％）となった。なお、供給
量は前年度からの繰越分を含み、68万3千t（前年比
100.0％）となった。甘しゃ糖は、さとうきびの収
穫面積は2万2,200haと前年並みとなり、一部地域で
台風、干ばつ等の影響がみられたものの、総じて天
候に恵まれ生育が順調に推移し、単収の増加、歩留
まりが向上したこと等から、産糖量は19万5千t（前
年比110.5％。鹿児島87.6千t、沖縄107.5千t）となった。
なお、供給量は、18万6千t（前年比110.4％。鹿児
島83.7千t、沖縄102.6千t）となった。

イ　糖価の動向
国際糖価は、平成16砂糖年度までは国際需給が緩
和基調にあることを反映して、7〜 10セント/ポン
ド（ニューヨーク相場（粗糖、現物）の年度平均
額）と低水準で推移してきたが、平成17砂糖年度に
は、バイオエタノール需要の高まりの影響により上
昇し、15.83セント/ポンドとなった（前年度10.46セ
ント）。その後、主要な生産国が増産に踏み切った
ことから低下し、18砂糖年度は、11.67セント/ポン
ドとなったが、19砂糖年度には、米国の低所得者向
け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題を
背景にした世界的な株安で、投機資金が砂糖等の商
品市場に流入したこと等の影響により上昇し13.68
セント/ポンド、20砂糖年度には、世界第２位の生
産国であるインドが干ばつ等による減産により輸入
国に転じたこと等から上昇基調が継続し、15.94セ
ント/ポンドとなった。
一方、国内卸売価格（年度平均額）は、近年の
国際糖価の上昇の影響等により、17砂糖年度は150
円/kg（前年度135円/kg）、18砂糖年度は155円/kg、
19砂糖年度は158円/kg、20砂糖年度には166円/kg
となった。

⑵　砂糖の価格調整
ア　砂糖調整基準価格等

平成21砂糖年度に適用される砂糖調整基準価格等
については、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する
法律」（昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」
という。）第３条、第９条、第11条及び第15条の規
定に基づき、次のとおり定められた。

砂糖調整基準価格	 t当たり15万2,900円
（平成21年9月10日農林水産省告示第1286号）
指定糖調整率	 33.99％
　（平成21年９月10日農林水産省告示第1287号）
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異性化糖調整基準価格	 t当たり16万9,208円
（平成21年９月10日農林水産省告示第1288号）
異性化糖調整率	 12.39％
（平成21年９月10日農林水産省告示第1289号）

イ　甘味資源作物交付金単価
価格調整法第20条第2項の規定に基づき、平成21
砂糖年度に適用される甘味資源作物交付金単価は、
次のとおり定められた。
鉉　てん菜

t当たり6,850円
※糖度が17.1度のものについて適用
（平成21年12月28日農林水産省告示第1900号）

鉤　さとうきび
t当たり16,320円

※糖度が13.1度以上14.3度以下のものについて
適用
（平成21年12月28日農林水産省告示第1901号）

ウ　国内産糖交付金単価
価格調整法第22条第2項の規定に基づき、平成21
砂糖年度に適用される国内産糖交付金単価は、次の
とおり定められた。
鉉　てん菜糖

t当たり2万2,834円
（平成21年9月10日農林水産省告示第1292号）

鉤　甘しゃ糖
ａ　鹿児島県

種子島において製造されるもの
t当たり6万0,918円

奄美大島において製造されるもの
t当たり8万8,197円

喜界島において製造されるもの
t当たり6万6,967円

徳之島において製造されるもの
t当たり5万8,685円

沖永良部島において製造されるもの
t当たり7万2,436円

与論島において製造されるもの
t当たり9万0,541円

ｂ　沖縄県
沖縄本島において製造されるもの
（沖縄本島内において販売されるものを除
く。）

t当たり5万5,401円
伊是名島において製造されるもの

t当たり11万7,240円
久米島において製造されるもの

t当たり8万4,270円
南大東島において製造されるもの	

t当たり9万2,013円
北大東島において製造されるもの

t当たり12万7,075円
宮古島において製造されるもの

t当たり5万8,229円
伊良部島において製造されるもの

t当たり7万5,220円
石垣島において製造されるもの

t当たり7万0,117円
沖縄本島内において製造されるもののうち沖
縄本島内において販売されるもの

t当たり4万9,201円
（平成21年9月10日農林水産省告示第1292号）
⑶　でん粉の需要及び価格の動向

ア　でん粉の需給
平成20でん粉年度（平成20年10月〜 21年９月）
におけるでん粉の需要量は、275万9千t（前年比
97％）となった。
また、供給量については、国内産いもでん粉の
生産がかんしょでん粉4万8千t（同107％）、ばれい
しょでん粉24万9千t（同95％）となり、コーンス
ターチ232万4千t（同96％）、輸入でん粉13万9千t（同
105％）、小麦でん粉2万t（同95％）を加えたでん粉
の総供給量は、278万t（同97％）となった。

イ　とうもろこしの価格の動向
シカゴ商品取引所公表のとうもろこし相場（先物、
期近）に係る平成20でん粉年度平均のとうもろこし
相場は、ブッシェル当たり373.83セントとなった（前
年度526.84セント）。
また、同期のとうもろこしのCIF価格は、t当た
り26,372円であった（前年度35,303円）。

ウ　糖化製品の生産及び価格の動向
ａ　ぶどう糖

平成20でん粉年度におけるぶどう糖の生産量は
7万8千t（うち、規格ぶどう糖6万t）であり、価
格は159.5円／㎏（含水結晶ぶどう糖、東京市中
相場）であった。
ｂ　異性化糖

平成20でん粉年度における異性化糖の生産量は
78万4千t（標準異性化糖ドライベース）であり、
価格は126.8円／㎏（果糖55％もの、東京市中相場）
であった。

⑷　でん粉の価格調整
ア　でん粉調整基準価格等
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平成21でん粉年度に適用されるでん粉調整基準価
格等については、価格調整法第26条及び第31条の規
定に基づき、次のとおり定められた。
でん粉調整基準価格	 t当たり14万1,990円
（平成21年９月10日農林水産省告示第1290号）
指定でん粉等調整率	 7.089％
（平成21年９月10日農林水産省告示第1291号）

イ　でん粉原料用いも交付金単価
価格調整法第34条第２項の規定に基づき、平成22
年１月１日から12月31日までに植付けされるでん粉
の製造の用に供するでん粉原料用いも交付金の単価
は、次のとおり定められた。
でん粉原料用ばれいしょ

t当たり1万2,160円
（平成21年12月28日農林水産省告示第1902号）
でん粉原料用かんしょ　
宮崎県及び鹿児島県の区域において生産される
もののうち
アリアケイモ、九州159号、コガネセンガン、
コナホマレ、サツマアカ、サツマスターチ、シ
ロサツマ、シロユタカ、ダイチノユメ、ハイス
ターチ及びミナミユタカ

t当たり2万5,960円
その他の品種

t当たり2万4,150円
（平成21年12月28日農林水産省告示第1903号）

ウ　国内産いもでん粉交付金単価
価格調整法第36条第２項の規定に基づき、平成21
でん粉年度に適用される国内産いもでん粉交付金の
単価は、次のとおり定められた。
ばれいしょでん粉

t当たり1万4,608円
かんしょでん粉

t当たり2万5,293円
（平成21年９月10日農林水産省告示第1293号）

11　鳥獣による農作物被害対策

平成21年度における鳥獣による農作物被害面積は、
10万５千ha、被害金額は213億円であった。このうち
獣類による被害面積は７万８千ha、被害金額は163億
円と被害金額の約８割を占めた。作物別の被害金額で
は、野菜が約56億円、果樹が約46億円、水稲が約46億
円であった。獣種別の被害では、特にイノシシ（被害
金額約56億円）、シカ（同約71億円）及びサル（同約
18億円）の３獣による被害が全体の被害金額の約７割
を占めている。

このため、「鳥獣被害防止特措法」（平成19年12月21
日法律第134号）に基づく、市町村における被害防止
計画の作成を推進するとともに、平成20年度から創設
された「鳥獣害防止総合対策事業」により、計画に基
づく鳥獣の捕獲体制の整備、箱わなの導入、防護柵の
設置、緩衝帯の設置、捕獲鳥獣の地域資源としての利
活用等の総合的な取組を支援した。
また、各地域の鳥獣被害対策の取組を支援するため、

鳥獣被害対策の専門家をアドバイザーとして登録し、
被害地域の要請に基づいて紹介する取組を推進すると
ともに、平成21年度からは、優良活動表彰により鳥獣
被害を防止する先進的な取組を広く周知した。併せて、
平成22年3月には、地域の技術指導者向けに、アライ
グマ、ヌートリア等の特定外来生物についての被害対
策をまとめた実践的な技術マニュアル（特定外来生物
編）を作成し、各都道府県等に配布した。

第４節　農業生産資材対策

１　農業生産資材費低減対策

⑴　農業生産資材費低減に向けた取組
肥料、農薬、農業機械等の農業生産資材は、農業の

生産性や農産物の品質向上を図る上で不可欠なもので
あり、生産コストに占める割合も大きいことから、農
業者の所得を増大し、食料の安定供給等を持続的に果
たしていくためには、農業生産資材費の一層の低減を
図ることが重要である。
このため、主要農業生産資材の生産、流通、利用の

各段階で、それぞれの業界団体、農協系統及び都道府
県が「農業生産資材費低減のための行動計画」（平成
８年度制定、13年度及び18年度改定）を策定し、これ
に基づく①低価格資材の供給、②資材流通の合理化、
③資材の効率利用の取組を促進するとともに、以下の
施策を実施し、地域や民間団体による生産資材費低減
に向けた取組を支援した。
農業機械の利用に伴うコストの縮減を図るため、農

業機械のレンタルサービスに関するガイドラインの策
定や、農業機械レンタルのコスト縮減効果・取組事例
等の情報収集・提供、レンタル用機械の更新等に必要
な情報である中古農機の平均価格を調査する方法の確
立など、農業機械のレンタルサービスのビジネスとし
ての基礎的な条件を整備するための取組等を推進し
た。
　（予算額）
農業支援ニュービジネス創出推進事業	 4.2億円
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⑵　肥料等に係る取組
ア　肥料の需給・価格概要
鉉　化学肥料需給

20肥料年度（平成20年７月〜 21年６月）の内
需は、窒素、りん酸、加里の三成分合計で86万t
となり、前年度を34％下回った。

鉤　化学肥料の価格
世界的な人口の増加等に伴い肥料需要が増加す
る一方で、肥料原料となる資源産出国が偏在して
いることなどから、原料の供給量に逼迫感が生じ、
肥料原料の国際市況は平成19年末から高騰したも
のの、20肥料年度に入ってやや落ち着きを取り戻
し、21肥料年度（21年７月〜 22年６月）の肥料
価格は、高度化成肥料で24％の値下げとなった。

イ　肥料対策関連事業
肥料原料の国際市況の高騰等により、肥料及び肥
料原料のほとんどを輸入に依存する我が国の肥料価
格は、平成21年に入っても依然として高い水準で推
移した。
こうした厳しい状況が続いても耐え得る生産体制
づくりを進めるため、より高度な施肥低減技術を導
入した施肥体系への転換や、安定的な肥料供給に向
けた環境整備を早急に進める必要が生じた。
このため、肥料コストを低減する新しい施肥技術
体系への転換実証や、地域の低利用資源の効果的な
肥料利用、下水汚泥や家畜排せつ物等の国内の未利
用・低利用資源を活用するために必要な機械・施設
の整備等の取組に対して支援した。
（平成21年度当初予算額）
○施肥体系緊急転換対策	 12億円

（平成21年度補正予算額）
○施肥体系緊急転換総合対策	 20.7億円

２　農業機械化対策

⑴　地域における効率利用の推進
「農業機械化促進法（昭和28年法律252号）」に基づ
き、農作業の効率化により農業経営の改善に寄与する
高性能な農業機械の計画的な導入を促進するため、「高
性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に
関する基本方針」（平成20年5月16日農林水産省告示第
741号以下「基本方針」という。）を策定しており、21
年度も引き続き、農業機械の適切な導入が図られるよ
う、都道府県における当該機械の導入計画の策定を推
進した。

⑵　地域における農作業安全対策の推進
高齢者等による農作業事故の発生が増加しているこ

とから、安全性の高い農業機械の導入や、高齢者特有
の事故の回避に必要な知識の習得等に向けた取組を推
進した。

⑶　農機具の検査・鑑定
ア　農機具の検査

農業機械化促進法の規定に基づき、独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技
術研究支援センター（以下「生研センター」という。）
において、農機具製造業者の依頼に応じ、57型式の
農機具型式検査を実施した。

イ　農機具の鑑定
農作業事故の防止及び農業機械の省エネルギー化
等に資するため、生研センターにおいて、農機具製
造業者の依頼に応じて、①安全鑑定については26機
種202型式、②任意鑑定については10機種35型式の
鑑定を実施した。
⑷　高性能農業機械の開発・実用化の促進

ア　生研センターにおける研究開発
鉉　農業機械等緊急開発事業

基本方針に基づき、農畜産物の生産コストの縮
減に資する高性能農業機械の開発等を民間企業と
の共同研究等により実施した。
鉤　なお、21年度に農業機械等緊急開発事業で実施
した研究課題は次のとおりである。
ａ　農作業の更なる省力化に資する機械

先端技術の活用等を通じた、機械化が遅れて
いる作目の生産における機械化一貫体系の確
立、一層の効率化を実現する新たな機械化一貫
体系の確立等に資する高性能農業機械
⒜　いちご収穫ロボット
⒝　加工・業務用キャベツ収穫機
⒞　たまねぎ調製装置

1 農業生産資材費低減対策

(1) 農業生産資材費低減に向けた取組

肥料、農薬、農業機械等の農業生産資材は、農業の

生産性や農産物の品質向上を図る上で不可欠なもので

あり、生産コストに占める割合も大きいことから、農

業者の所得を増大し、食料の安定供給等を持続的に果

たしていくためには、農業生産資材費の一層の低減を

図ることが重要である。

このため、主要農業生産資材の生産、流通、利用の

各段階で、それぞれの業界団体、農協系統及び都道府

県が「農業生産資材費低減のための行動計画」（平成

8年度制定、13年度及び 18年度改定）を策定し、これ

に基づく①低価格資材の供給、②資材流通の合理化、

③資材の効率利用の取組を促進するとともに、以下の

施策を実施し、地域や民間団体による生産資材費低減

に向けた取組を支援した。

農業機械の利用に伴うコストの縮減を図るため、農

業機械のレンタルサービスに関するガイドラインの策

定や、農業機械レンタルのコスト縮減効果・取組事例

等の情報収集・提供、レンタル用機械の更新等に必要

な情報である中古農機の平均価格を調査する方法の確

立など、農業機械のレンタルサービスのビジネスとし

ての基礎的な条件を整備するための取組等を推進し

た。

（平成21年度当初予算額）

農業支援ニュービジネス創出推進事業 4.2億円

(2) 肥料等に係る取組

ア 肥料の需給・価格概要

(ｱ) 化学肥料需給

20肥料年度(平成20年 7月～21年6月 )の内需は、

窒素、りん酸、加里の三成分合計で86万tとなり、

前年度を34％下回った。

(ｲ) 化学肥料の価格

世界的な人口の増加等に伴い肥料需要が増加す

る一方で、肥料原料となる資源産出国が偏在して

いることなどから、原料の供給量に逼迫感が生じ、

肥料原料の国際市況は平成 19年末から高騰したも

のの、 20肥料年度に入ってやや落ち着きを取り戻

表７ 化学肥料の需給量（20肥料年度）

窒素質肥料 リン酸質肥料 加里肥料 三成分合計

生　産 347( 405) 288( 421) 0( 0) 635( 826)

輸　入 183( 251) 30( 51) 273( 373) 486( 675)

内　需 360( 479) 283( 486) 220( 352) 863(1,317)

輸　出 124(  180) 2(   3) 2(     3) 128(  186)

（単位：成分千ｔ、（　　）内は19肥料年度の数値

し、21肥料年度(21年7月～22年6月)の肥料価格は、

高度化成肥料で24％の値下げとなった。

イ 肥料対策関連事業

肥料原料の国際市況の高騰等により、肥料及び肥

料原料のほとんどを輸入に依存する我が国の肥料価

格は、平成21年に入っても依然として高い水準で推

移した。

こうした厳しい状況が続いても耐え得る生産体制

づくりを進めるため、より高度な施肥低減技術を導

入した施肥体系への転換や、安定的な肥料供給に向

けた環境整備を早急に進める必要が生じた。

このため、肥料コストを低減する新しい施肥技術

体系への転換実証や、地域の低利用資源の効果的な

肥料利用、下水汚泥や家畜排せつ物等の国内の未利

用・低利用資源を活用するために必要な機械・施設

の整備等の取組に対して支援した。

（平成21年度当初予算額）

○施肥体系緊急転換対策 12億円

(平成21年度補正予算額)

○施肥体系緊急転換総合対策 20.7億円

2 農業機械化対策

(1) 地域における効率利用の推進

農業機械化促進法に基づき、農作業の効率化により

農業経営の改善に寄与する高性能な農業機械の計画的

な導入を促進するため、「高性能農業機械等の試験研

究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」（平成

20年5月16日農林水産省告示第741号）を策定しており、

21年度も引き続き、農業機械の適切な導入が図られる

よう、都道府県における当該機械の導入計画の策定を

推進した。

(2) 地域における農作業安全対策の推進

高齢者等による農作業事故の発生が増加しているこ

とから、安全性の高い農業機械の導入や、高齢者特有

の事故の回避に必要な知識の習得等に向けた取組を推

進した。

(3) 農機具の検査・鑑定

ア 農機具の検査

「農業機械化促進法」（昭和 28年法律第252号）の

表８　 主要肥料の供給価格変動率の推移

18肥料年度 19肥料年度 20肥料年度 21肥料年度

3.73 9.95 49.50 -23.94

(高度化成肥料(15-15-15)の全農供給価格、単位：％)
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⒟　高機動型果樹用高所作業台車
⒠　可変径式TMR成型密封装置
⒡　高精度てん菜播種機
⒢　中山間地域対応型汎用コンバイン

ｂ　環境負荷の低減及び農業生産資材効率利用に
資する機械
農業生産資材の節減、地球温暖化の防止に向
けた温室効果ガスの排出削減等に資する高性能
農業機械
⒜　果樹用農薬飛散制御型防除機
⒝　高精度高速施肥機
⒞　玄米乾燥調製システム

イ　高性能農業機械実用化促進事業
農業機械化促進法に基づく高性能農業機械実用化
促進事業を実施している新農業機械実用化促進株式
会社において、平成21年度は、農業機械等緊急開発
事業により新たに開発された乳頭清拭装置、牛体情
報モニタリングシステム、高精度畑用中耕除草機、
環境保全型汎用薬液散布装置及び野菜接ぎ木ロボッ
ト用自動給苗装置の5機種を事業対象として追加し、
計56機種の高性能農業機械等について、部品の共通
化や金型等基本的な製造機械の提供等を通じて普及
を図った。

⑸　農業機械化研修
平成21年度の農林水産省農業技術研修館における農
業機械化研修受講者実績は次のとおり。
ア　農林水産省職員研修	 65名
イ　指導員（都道府県、市町村、農業関係団体
職員等）養成研修	 63名
ウ　合同開催研修（ア及びイ合同開催分）	 21名
エ　その他研修	 308名

	 計457名
⑹　農業資材審議会農業機械化分科会

平成21年度は、22年３月17日に農業資材審議会農業
機械化分科会を開催した。
分科会では、生研センターが型式検査を実施する農
機具の種類並びに型式検査の主要な実施方法及び基準
の改正について答申が行われた。

３　種苗対策

⑴　新品種の保護
ア　種苗法の一部改正等

種苗法に基づく植物新品種保護制度（品種登録制
度）は、農林水産植物の育種の振興を図るため、昭
和53年に植物の新品種の保護に関する国際条約に対

応して発足した制度である。平成10年には、バイオ
テクノロジーの進展や育成者権をめぐる国際的状況
の変化に対応し、育成者の権利の拡大等の措置を講
ずるため、種苗法の全部改正が行われている。
しかしながら、近年、我が国の登録品種が海外に
持ち出され、その収穫物が輸入される事例が発生し
ており、育成者権への社会的な関心を集めている。
こうした中で種苗法を改正し育成者権の効力の対象
を加工品にまで拡大し、また育成者権の存続期間を
延長、育成者権侵害に対する罰則の強化を図る等の
措置を講じてきている。
平成15年及び18年に関税定率法（関税法）が一部
改正され、育成者権侵害物品が輸入禁制品、輸出禁
制品に追加され、税関による水際取締りの対象とさ
れた。
さらに、平成18年８月１日には種苗法施行規則を
改正して農家の自家増殖に育成者権が及ぶ植物とし
て58種類を追加して82種類に拡大し、育成者権の積
極的な活用の基盤を整えてきたところである。
平成19年には、育成者権の適切な保護を図るため、
①権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化するため
の規定の整備、②育成者権侵害罪の罰則の引上げ、
③表示の適正化等の措置を講じる改正を行った。

イ　品種登録　
昭和53年の品種登録制度の制定以降、出願・登録
される品種数は増加傾向にあり、平成21年度の出願
件数は1,112件、登録件数は1,355件であった。平成
22年３月末の出願累計は24,986件、登録累計は19，
509件に達している。作物分野別の出願・登録状況は、
草花類、観賞樹がその約８割を占めている。

ウ　出願品種栽培試験の実施
出願品種の審査に当たって、栽培試験を行う必要
があるものについては、（独）種苗管理センター等
において栽培試験を行うこととしている。平成21年
度は（独）種苗管理センターにおいて、食用作物８
品種、野菜54品種、草花・観賞樹598品種、特殊検
定９品種27点の計669品種687点について栽培試験を
実施したほか、（独）種苗管理センターが北海道ほ
か７県、鯉淵学園農業栄養専門学校に栽培試験を委
託し、食用作物７品種、果樹５品種、草花20品種計
32品種について実施した。

エ　種類別審査基準案の作成
植物品種保護制度の実施にあたり、出願品種の区
別性等を判断する基準として農林水産植物の種類ご
との審査基準を作成する必要がある。
このため、平成21年度は、千葉県に対し草花類２、
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観賞樹１、（社）園芸文化協会に対し観賞樹１、草
花類２、ラン類１の計７種類を委託した。
オ　育成者権の侵害への対応

我が国の登録品種の種苗が、海外へ不法に持ち出
され、その種苗を用いて生産された農産物が輸入さ
れてくる等の権利侵害への対応として、平成21年７
月に、いぐさ「ひのみどり」の輸入が違法行為であ
る旨のリーフレットをプレスリリースして関係者に
配布するとともに、畳表の輸入業者に対する説明会
を開催して注意喚起を行った。また、平成21年12月
に中国政府へ官民合同ミッションを派遣し、品種保
護制度の充実や運用の改善を働きかけた。
さらに、農林水産物等の輸出促進支援事業のうち
品種保護に向けた環境整備事業により、カーネー
ション、シンビジウム、キャベツ、落花生等の
DNA品種識別技術の開発を重点的に支援した。
また、種苗管理センターの品種保護対策役（通称：
品種保護Gメン）を16名から18名へ増員し、引き続
き、育成者権の保護・活用に関する相談への助言、
品種類似性試験、育成者権の保護・活用に関する情
報の収集と提供、侵害状況記録の作成及び種苗等の
寄託を実施することにより、育成者権侵害の立証を
支援していく体制を強化した。

⑵　種苗の生産流通対策等
ア　種苗への表示検査等
鉉　種苗業者の届出

種苗法に基づく指定種苗を取扱う種苗業者の届
出件数は、平成21年度では305件（新規232件、変
更65件、廃止８件）であった。
鉤　指定種苗等の検査

種苗の生産及び流通の適正化を推進するため、
（独）種苗管理センターにおいて、平成21年度で
は種苗の表示に関する検査、集取試料の検査、依
頼種子の検査を実施して、優良種苗の普及促進を
図った。
ａ　指定種苗の検査について

種苗法に基づき表示検査17,319点、集取試
料の検査3,036点、野菜種子の生産等基準に関
する検査として品種純度検査173点、種子検査
2,720点、病害検査184点、遺伝子組換え種子検
査36点
ｂ　種苗業者等からの依頼種子検査について

国際種子検査協会が定める国際種子検査規定
に準拠し、種子検査と農産種子検査報告書の発
行708件、国際種子検査報告書の発行324件
ｃ　輸出用種子の検査について

EC向け輸出野菜種子の品種維持に係る公的
管理に関する要領に基づき、種子の事後検定36
点

イ　優良な原原種の生産及び配布
（独）種苗管理センターにおいて、ばれいしょ及
びさとうきびの生産の基本となる優良な種苗の供給
のもととなる無病化された原原種の生産及び配布
（平成21年度配布実績：ばれいしょ 1,315t、さとう
きび223万本）を行った。なお、ばれいしょ原原種
生産においては平成20年度より１品種について生産
工程の一部を民間企業に移行しており、平成21年度
においても引き続き１品種について同センターが民
間企業において開発・生産された原原種の元種を受
け入れ、同センターの隔離ほ場で増殖を行い、原原
種を生産・配布した。

⑶　種子対策
主要農作物（稲、麦類及び大豆）の生産においては、

多様化する品種需要等の動向に即し、生産の基本とな
る優良種子の安定的な生産供給体制の確立を図ること
が重要である。
このため、強い農業づくり交付金において、種子生

産技術の高度化と品質管理体制の確立による種子の品
質向上や合理的な種子生産団地の育成を推進した。

第５節　知的財産戦略

我が国の農林水産物・食品は、農林水産業・食品産
業関係者の努力や技術、我が国の伝統や文化等の「知
的財産」によって他国に類を見ない特質・強さを有す
るに至っている。農林水産省では、この「知的財産」
の積極的・戦略的な活用は、国際競争力の強化や収益
性の向上等に向けた重要な政策課題であるとの認識の
下、平成18年２月に「農林水産省知的財産戦略本部」
を設置し、平成19年３月に「農林水産省知的財産戦略」
を策定した。この知的財産戦略に基づき、平成20年度
に引き続き、施策の更なる推進を行った。

１　知的財産の創造・活用促進

⑴　研究・技術開発
ア　研究開発を活用した新需要・新産業創出

新食品・新素材の新たな需要創造につながる研究
成果を、企業との共同の実用化研究、事業化に必要
な施設整備等への支援により、実用化・事業化を推
進した。

イ　遺伝子特許の取得と新品種創出や育種改良の促進
これまでのゲノム研究の成果を活用し、有用遺伝
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子の単離及び特許の取得等の実施により、食料、環
境、エネルギー問題の解決に貢献する作物の開発に
向けた研究、新品種の開発を推進した。
ウ　研究ニーズの発掘と研究効果の実用化促進

農林水産知的財産ネットワークの構築
知的財産の活用に向けて「農林水産知的財産ネッ
トワークポータルサイト」で提供している品種情報
と特許情報を一元的に検索できる「aff-chizaiサーチ」
を改良した。

⑵　生産現場・農山漁村
ア　農家等の技術・ノウハウについてインセンティブ
となる表彰等の検討
地域活性化に貢献することができる農業技術を自
ら開発・改良した農業者等14人を「農業技術の匠」
として選定した。
イ　地域資源の発掘、再認識によるブランド化・事業
化の促進
地域ブランド化を目指す地域が行うプロデュー
サーの招へいやマーケティング戦略の策定等を支援
する「農林水産物・食品地域ブランド化支援事業」
において、地域ブランド化に取り組む35地区を選定
し支援を行った。
地域食品のブランド化を促進するため、セミナー
の開催、アドバイザーの派遣等を実施した。

⑶　海　　　外
日本ブランド対策
海外日本食レストランにおける日本食の普及を通　
じて日本食材の輸出促進を目指し、ローマ･ミラノ、　
パリ、香港、シドニー、トロント、サンフランシスコ、
北京に日本食レストラン関係者のネットワークを新た
に作り、普及啓発活動等に取り組んだ。

２　知的財産の保護強化

⑴　権利侵害への対応強化
ア　植物新品種の育成者権の保護強化

審査の迅速化のため、審査登録業務の品種登録迅
速化総合電子システムの改修等を行った。また、侵
害対策強化のため、品種保護Ｇメンを計画的に増員
するとともに、引き続き新たに登録される品種の植
物体の一部を標本及びDNA資料として保存する体
制を整備した。
イ　和牛精液流通管理体制の構築

和牛精液等の流通管理の強化を図るため、バー
コード等を活用し、精液の利用状況等を生産者へ
フィードバックするモデル的なシステム構築に向け
た取組を行った。

⑵　海外での知的財産権保護強化
ア　東アジア植物品種保護フォーラム

我が国の育成品種を保護し、東アジア地域の植物
品種保護制度の整備を進めるため日本のイニシアチ
ブにより設立した、ASEAN+日中韓の13カ国から
成る、技術協力に関する情報交換等を行う「東アジ
ア植物品種保護フォーラム」については、平成20年
７月に東京で開催した第１回会合に引き続き、第２
回会合を平成21年４月に北京で開催し、フォーラム
参加国からの要望等を踏まえ、各国の制度運営能力
向上や意識啓発に向けた様々な協力活動を実施し
た。

イ　植物品種保護に関する海外への働きかけ
日中農業担当相次官級定期対話（平成22年３月）、
日中ハイレベル経済対話（平成21年11月）等の場に
おいて、中国政府に対し、UPOV91年条約の締結の
働きかけを行い、また、日韓経済局長協議（平成21
年12月）、日韓農林水産技術協力委員会（平成22年
１月）等の場において韓国政府に対し、イチゴを含
めた全植物について早期に保護対象にされるように
働きかけを行った。

ウ　海外での商標登録問題及び模倣品・偽装品問題
官民合同ミッション（平成21年２月）の場におい
て、中国政府に対し、日本の品種名、地名等の商標
登録出願について適正な審査を要請した。
また、第34回日台貿易経済会議（平成21年11月）
の場において、台湾政府に対し、日本産農林水産品
の模倣品・偽装品の取締、日本の地名の商標登録出
願について適正な審査を要請した。
さらに、海外への輸出促進に資するため、農林水
産物・食品に係る商標、模倣品等に関する調査を行っ
た。

３　普及啓発・人材育成

⑴　農林水産関係者、研究所、普及指導員等における
意識啓発、知識の普及

ア　知的財産関係支援・相談に対応できる指導的人材
を３年間で1,000人程度育成するため、知的財産に
関する研修を行った。21年度は412名が受講し、３
年間では、延べ1,102名が受講した。

イ　20年度より普及指導員（農業）資格試験において、
育成者権や商標権を中心とした知的財産に関する設
問を導入した。

４　新たな農林水産省知的財産戦略

平成19年３月に策定した「農林水産省知的財産戦略」



第６章　生　　産　　局−142−

は21年度までの概ね３年間を念頭に置いたものであっ
たことから、今後も知的財産に関する施策を強力に推
進するため、平成26年度までの５年間を実施期間とし、
平成22年３月、「新たな農林水産省知的財産戦略」を
策定した。

⑴　知的財産の創造・活用
ア　研究・技術開発分野の創造力強化と成果の活用

イネや和牛などの遺伝子機能の解明・特許の取得
を進め、画期的な新品種・新素材を開発。研究成果
は適切に権利化し、戦略的に活用。
また、研究開発の推進に当たっては、研究テーマ
の設定段階から出口を見据えて、知的財産の活用を
図りつつ、国自ら工程表を作成。さらに、研究開発
及び成果の円滑な普及・産業化を図る仕組み（産学
連携のバトンゾーン）を充実・強化するため、異分
野や産学官の連携による研究開発を促進するコー
ディネーターの全国配置、企業等による技術開発か
ら改良・実証までの取組に対する切れ目ない資金の
提供等を実施。
革新的な技術により農林水産物や自然エネル
ギー・バイオマス等の農山漁村に存在する資源の潜
在力を最大限活用し、素材・医薬品、エネルギー産
業等の異分野を巻き込んだイノベーションによる新
産業の創出を追求。
イ　農林漁業者等現場の技術・ノウハウ等の伝承・活
用の促進
篤農家の技術・ノウハウ（暗黙知）を農業者一般
に利用可能な形に置き換えるAI（アグリインフォ
マティクス）システムを開発し、世界に例のない新
しい農業の姿を目指す。
併せて、AIシステムが生み出す知的財産の管理
手法等について検討。
ウ　地域ブランドの発掘・創造支援

ブランド価値の高い産品の発掘・創造に取り組む
地域をきめ細かく支援。
エ　食文化の創造・活用

地元の食材を核とした伝統料理や新たな創作料理
について、食材の生産者、地方行政、料理人、ホテ
ル・旅館等の関係者が連携して、全国的なPRや観
光客向けの情報発信を行うとともに、商標・意匠等
の知的財産権の取得を目指す取組を支援し、農山漁
村の活性化を図る。
オ　海外における日本ブランド展開

海外に日本食・日本食材の魅力を十分に伝えるこ
とや、我が国の高品質な農林水産物・食品の認知を
高めていくことにより、我が国の農林水産物・食品

の輸出促進を図る。
カ　景観・伝統文化等の地域資源の再発見・活用

農村景観や伝統文化等の地域資源を財産として活
用し、グリーンツーリズム、地域資源活用ビジネス
の創出に係る人材の育成、教育の場としての農山漁
村の活用といった取組を支援。

キ　種苗の安定供給体制の確保
優良な種苗について、知的財産の保護を図りつつ、
その安定供給を図るため、稲・麦・大豆、野菜、林
業用種苗等について、それぞれの特性に応じた取組
を推進。

⑵　知的財産の保護強化
ア　植物新品種の保護強化

現在2.6年となっている平均審査期間を平成26年
度には2.3年に短縮。
また、品種保護Ｇメンの体制整備やDNA品種識
別技術の開発等により、権利侵害対策の強化を図る。
品種保護制度の整備に向けた協力の場として日本
のイニシアティブにより設立された「東アジア植物
品種保護フォーラム」の活動を積極的に推進すると
もに、二国間協議等のあらゆる機会を利用して、す
べての植物を保護対象とするUPOV（ユポフ）91年
条約締結を働きかける。
また、我が国の開発品種の海外での迅速な権利取
得のため、EU、アジア、オセアニア諸国との間で
審査データの相互利用を進める。

イ　海外での商標権侵害対策
我が国地名、品種名等の中国等での商標出願・登
録について、統一的体制により監視を実施する「農
林水産知的財産保護コンソーシアム」の活動を充実・
強化。

ウ　家畜の遺伝資源の保護対策
和牛の遺伝資源の適切な保護を図るため、全国に
普及し得る和牛精液ストロー等の流通管理体制の構
築を図るとともに、「和牛」表示の厳格な運用を図る。

⑶　普及啓発・人材育成
ア　知的財産相談のワンストップ化

農山漁村の６次産業化支援のためのワンストップ
サービスの一環として、地方農政局に、知的財産に
ついての総合的な相談に対応できる窓口を設置する
とともに、普及指導員等の知的財産に関する知識の
向上を図る。

イ　現場の農林漁業者・食品産業事業者の意識向上
本省・地方農政局において、外部の専門家の発掘・
紹介や、セミナー等による情報提供を実施。

ウ　農林水産関係試験研究機関への普及啓発
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研究者等に対し、セミナー等を実施。また、農林
水産分野の知財専門家の不足を補完するため、知的
財産担当者に対し、実践的なスキルアップ向上を目
的とした対話型研修を実施。

第６節　持続可能な農業生産の推進

環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国
の農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに
転換していくことが重要な課題となっている。このた
め、平成17年３月に閣議決定された食料・農業・農村
基本計画に基づき、環境保全型農業に関する取組を推
進するとともに、地力増進対策を行った。
さらに、地球温暖化など農業生産条件に対応した取
組を行った。

１　環境保全型農業の推進

⑴　環境保全型農業施策の推進
農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき「環
境と調和の取れた農業生産活動規範（農業環境規範）」
の普及・定着を図るため、農業生産関連の補助事業等
の一部において、「農業環境規範」の実践を受益者に
求める等の関連付けを行った。
また、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に
関する法律（平成11年法律第110号）」に基づき、土づ
くりと、化学肥料・農薬の低減に一体的に取り組む農
業者（エコファーマー）の認定を促進し、平成21年度
末の認定件数は約19万７千件に達した。　
さらに、環境負荷低減に資する取組を推進するため、
平成19年度に創設した「農地・水・環境保全向上対策」
において、地域でまとまりをもって化学肥料や化学合
成農薬を大幅に低減する等の先進的な取組に対する支
援を実施した。
エコファーマーの全国ネットを立ち上げ、環境保全
型農業に関する情報の共有と技術の向上を図るととも
に消費者との相互理解を図る等の取組への支援、強い
農業づくり交付金により環境と調和した持続的な農業
生産を推進するために必要な共同利用機械・施設等へ
の支援を行った。

⑵　有機農業の推進
有機農業推進法（平成18年法律第112号）に基づく「有
機農業推進基本方針」の策定以降、都道府県に対し推
進計画策定の働きかけを行うとともに、基本方針に定
める施策の具体化を図るため、平成22年３月末時点で、
37都道府県で「有機農業推進計画」を策定し、193市
町村で「推進体制」を整備した。

平成20年度から実施している「有機農業総合支援対
策」により、全国段階で有機農業の参入促進・普及啓
発等に取り組むとともに、有機農業の振興の核となる
モデルタウン59地区の育成を支援した。

２　地力増進対策

我が国の農地の土壌は、地力水準の低い、いわゆる
不良土壌が依然として多く存在することから、これら
の地域の作物の生産と土壌機能の維持・増進のための
地力増進対策が必要となっている。
また、近年、農業労働力の減少等我が国農業を取り

巻く諸情勢の変化に伴い、地力増進のための土壌管理
が粗放化し、たい肥の施用量が減少するとともに、地
力の低下や炭素貯留機能、物質循環機能、水・大気の
浄化機能、生物多様性の保全機能といった農地土壌が
有する環境保全機能の低下が懸念される事態が生じて
いる。
このため、「地力増進法」（昭和59年法律第34号）に

基づく地力増進地域における、土壌・土層改良等の土
壌機能を維持・増進するための対策等を行った。
さらに、同法で定められている政令指定土壌改良資

材について、特定の土壌改良資材が品質表示基準を満
たしていない旨の通報が消費者からあった場合、（独）
農林水産消費安全技術センターに指示し、不適切な表
示を行った業者に対して立入検査を実施するなど、土
壌改良資材の品質表示の適正化を図った。

３　地球温暖化などへの対応

⑴　施設園芸・農業機械における省エネルギー対策
我が国の施設園芸は、冬期に化石燃料を使用した加

温栽培を行い、園芸作物の周年生産や安定供給を図っ
ている。また、各種農作物の生産において軽油などの
燃料を使用した農業機械が幅広く使用され、農作物生
産の効率化に寄与している。
しかしながら、地球温暖化に対する国民の関心の高

まりや燃油価格の高騰など、最近の農業生産を取り巻
く厳しい状況を踏まえ、地球温暖化防止に寄与すると
ともに、燃油価格の高騰による農業経営への影響を軽
減するため、施設園芸・農業機械における省エネ・脱
石油化を進めた。
ア　施設園芸の省エネルギー生産管理の実践

生産現場での省エネルギー対策を促進するため、
平成19年度に策定した施設園芸省エネルギー生産管
理チェックシートの実践を推進した。

イ　省エネルギー・脱石油の生産体系への転換の推進
施設園芸において省エネルギー・省資源型の生産
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体系への転換を加速させるため、木質バイオマス利
用加温設備やハイブリッド加温設備（ヒートポンプ
と燃油加温機の組合せ）と高断熱被覆設備を組み合
わせた先進的な加温システムのモデル導入支援を行
うとともに、省エネルギー資材・設備の普及促進を
図るため客観的な評価により省エネルギー効果の格
付認定を行う取組、新たな省エネルギー新技術等の
開発・実証を行う取組の支援を行った。
また、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）が実施するエネルギー使用合理化事業
者支援事業を活用して、高効率の燃油暖房機及び
ヒートポンプの導入支援を行った。
さらに、脱石油型の施設園芸を実現するため、自
然エネルギー等を利用した省エネルギーシステムの
実証試験、調査分析、導入指針の作成の取組に支援
を行った。
農業機械については、バイオディーゼル燃料を利
用するための産地モデル確立や、省エネルギー型農
業機械の普及を図るための主要農業機械の省エネ性
能確認方法等の確立に対して支援を行った。

⑵　地球温暖化防止策
政府の京都議定書目標達成計画において削減目標値
を設定している「施設園芸・農業機械の温室効果ガス
排出削減対策」、「環境保全型農業の推進による施肥量
の適正化・低減」について、確実な達成に向け施策を
推進した。
ア　施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策

施設園芸・農業機械の温室効果ガスの排出削減を
推進するため、省エネルギー効果の高い暖房設備・
農業機械・資材などの導入促進、省エネ機器の格付
け認定制度及び省エネルギー新技術等開発・実証の
支援、施設園芸・農業機械における省エネマニュア
ルの普及に努めた。
イ　環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低
　減
水田から発生するメタンを削減するために開発さ
れた中干し期間の延長によるメタン発生抑制技術の
確立・実証や水田における稲わらすき込みから堆肥
施用への転換の促進、全国の農地土壌の炭素含有量
のモニタリング調査等を実施した。
また、環境保全型農業を中心とした地球温暖化に
対応する農業分野の取組について国民に広く周知す
るため「環境保全型農業と地球温暖化に関する国際
シンポジウム」を開催した。

⑶　地球温暖化適応策
地球温暖化による農業への影響に対応するための地

球温暖化適応策の取組を積極的に推進した。
ア　農業への地球温暖化影響の実態調査

高温障害など地球温暖化によると考えられる農作
物への影響が顕在化していることから、地球温暖化
による農作物への影響の発生と適応策の導入状況に
ついて全国調査を行い、その結果を「平成20年地球
温暖化影響調査レポート」として公表した。

イ　地球温暖化適応策の推進
当面の適応策の生産現場への普及指導の推進のた
め、専門家からなるサポートチームによる産地診断
に基づく助言・指導及び地球温暖化対策の情報共有
のポータルサイトを目指した「農業温暖化ネット」
の構築を支援した。

第７節　畜産物の価格関連対策

１　食料・農業・農村政策審議会畜産部会

⑴　畜産部会の設置
平成19年７月に開催された第16回食料・農業・農村

政策審議会において、畜産部会が設置された。
⑵　畜産部会の所掌事項

畜産部会は、以下の事項を所掌することとされてい
る。
家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）､ 飼料需給

安定法（昭和27年法律第356号）､ 酪農及び肉用牛生産
の振興に関する法律（昭和29年法律第182号）､ 畜産物
の価格安定等に関する法律（昭和36年法律第183号）､
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年法律
第112号）及び肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和
63年法律第98号）の規定により審議会の権限に属させ
られた事項を処理すること。

⑶　畜産部会委員の構成
平成21年度の畜産部会の委員、臨時委員は以下の通

りである。
（委員）
鈴　木　宣　弘　	東京大学大学院農学生命科学研究

科教授
神　田　敏　子　前全国消費者団体連絡会事務局長
林　　　良　博　	東京農業大学農学部バイオセラ

ピー学科教授
（臨時委員）
秋　岡　榮　子　経済エッセイスト
浅　野　茂太郎　（社）日本乳業協会副会長
阿　部　亮　　　元日本大学生物資源科学部教授
大　薮　真裕美　酪農経営者



第６章　生　　産　　局 −145−

生　

産　

局

上安平　洌　子　ジャーナリスト
近　藤　康　子　	（株）サントリーお客様コミュニ

ケーション部顧問
杉　本　正　　　	（社）日本食肉市場卸売協会副会

長
武　見　ゆかり　女子栄養大学教授
飛　田　稔　章　北海道農業協同組合中央会会長
福　田　晋　　　九州大学大学院農学研究院准教授
冨　士　重　夫　全国農業協同組合中央会専務理事
堀　江　光　洋　養豚経営者
松　木　篤　美　主婦連合会常任理事
萬　野　修　三　肉用牛経営者
向　井　文　雄　（社）全国和牛登録協会会長
小　野　浩　二　協同組合日本飼料工業会会長
八　巻　裕　逸　	（地独）北海道立総合研究機構中

央農業試験場副場長
⑷　第１回畜産部会

平成21年４月22日に開催された第１回畜産部会にお
いて、酪肉近代化基本方針に基づく施策の進捗状況及
び新たな酪肉近代化基本方針の策定スケジュール等に
ついて意見交換が行われた。

⑸　第２回畜産部会
平成21年５月28日に開催された第２回畜産部会にお
いて、酪農・肉用牛をめぐる情勢等について意見交換
が行われた。

⑹　第３回畜産部会
平成21年７月１日に開催された第３回畜産部会にお
いて、飼料や畜産環境をめぐる情勢等について意見交
換が行われた。

⑺　第４回畜産部会
　平成21年８月３日に開催された第４回畜産部会に
おいて、酪肉近代化基本方針に係る主な論点等につい
て意見交換が行われた。

⑻　地方公聴会・現地視察
平成21年10月29日から30日、11月9日から10日にか
けて、それぞれ熊本県、北海道において、酪肉近代化
基本方針の見直しに係る地方公聴会と現地視察が行わ
れた。

⑼　第５回畜産部会
平成22年２月５日に開催された第５回畜産部会にお
いて、畜産・酪農をめぐる情勢、地方公聴会・現地視
察の概要等について意見交換がなされた。

⑽　第６回畜産部会
平成22年２月23日に開催された第６回畜産部会にお
いて、「平成22年度の生産者補給交付金に係る加工原
料乳の数量の最高限度として農林水産大臣が定める数

量及び加工原料乳の補給金単価を定めるに当たり留意
すべき事項」（別記１）、「平成22年度の指定食肉の安
定価格を定めるに当たり留意すべき事項」（別記２）、
「平成22年度の肉用子牛の保証基準価格及び合理化目
標価格を定めるに当たり留意すべき事項」（別記３）
について諮問がなされ、審議が行われた。
審議の後、それぞれ諮問事項に対する答申（別記４）

がなされ、これに基づき慎重に検討を行った結果、22
年度の加工原料乳の補給金単価等、指定食肉の安定価
格、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格が決
定され、３月４日に告示された（別記５）。

（別記１）
21生畜第 1770 号
平成22年２月23日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
農林水産大臣

諮　問
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年法

律第112号）第11条第１項の規定に基づき平成22年度
の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高限
度として農林水産大臣が定める数量を試算に示した考
え方で定めるに当たり留意すべき事項及び同条第２項
の規定に基づき平成22年度の加工原料乳の補給金単価
を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき事
項について、同条第６項の規定に基づき、貴審議会の
意見を求める。

（別記２）
21生畜第 1771 号
平成22年２月23日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
農林水産大臣

諮　問
畜産物の価格安定に関する法律（昭和36年法律第

183号）第３条第１項の規定に基づき平成22年度の指
定食肉の安定価格を試算に示した考え方で定めるに当
たり留意すべき事項について、同条第５項の規定に基
づき、貴審議会の意見を求める。

（別記３）
21生畜第 1772 号
平成22年２月23日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
農林水産大臣

諮　問
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肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63年法律第98
号）第５条第１項の規定に基づき平成22年度の肉用子
牛の保証基準価格を試算に示した考え方で定めるに当
たり留意すべき事項及び同条第２項の規定に基づき肉
用子牛の合理化目標価格を試算に示した考え方で定め
るに当たり留意すべき事項について、同条第７項の規
定に基づき、貴審議会の意見を求める。

（別記4）
21年食農審第56号
平成22年２月23日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
農林水産大臣

答　申
平成22年２月23日付け21生畜第1770号で諮問があっ
た平成22年度の生産者補給交付金に係る加工原料乳の
数量の最高限度として農林水産大臣が定める数量（以
下「限度数量」という。）及び加工原料乳の補給金単
価を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき
事項、平成22年２月23日付け21生畜第1771号で諮問が
あった平成22年度の指定食肉の安定価格を試算に示し
た考え方で定めるに当たり留意すべき事項並びに平成
22年2月23日付け21生畜第1772号で諮問があった平成
22年度の肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格
を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき事
項については、下記のとおり答申する。

記
１　生産者補給交付金に係る加工原料乳の限度数量及
び補給金単価については、生産条件、需給事情及び
物価その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算
に示された考え方で定めることは、妥当である。
２　豚肉の安定価格については、生産条件及び需給事
情その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算に
示された考え方で定めることは、妥当である。
牛肉の安定価格については、生産条件及び需給事
情その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算に
示された考え方で定めることは、妥当である。
３　肉用子牛の保証基準価格については、生産条件
及び需給事情その他の経済事情を総合的に考慮する
と、試算に示された考え方で定めることは、妥当で
ある。
肉用子牛の合理化目標価格については、平成22年
度につき試算に示された考え方で定めることは、妥
当である。

（別記５）
農林水産省告示第403号
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年法

律第112号）第11条第１項及び第２項の規定に基づき、
平成22年度の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数
量の最高限度として農林水産大臣が定める数量及び加
工原料乳の補給金単価を次のように定めたので、同条
第７項の規定に基づき、告示する。
平成22年３月４日

農林水産大臣　赤松　広隆
一　生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高
限度として農林水産大臣が定める数量

1,850千トン
二　加工原料乳の補給金単価

単　位　　　補給金単価
１キログラム　　11.85円

農林水産省告示第400号
畜産物の価格安定に関する法律（昭和36年法律第

183号）第３条第１項の規定に基づき、平成22年度の
指定食肉の安定価格を次のように定めたので、同条第
６項の規定に基づき、告示する。
平成22年３月４日

農林水産大臣　赤松　広隆
一　畜産物の価格安定に関する法律施行規則（昭和36
年農林省令第58号。以下「規則」という。）第３条
第１項第１号の豚半丸枝肉１キログラム当たりの安
定基準価格及び安定上位価格は、次に掲げる額（消
費税額分を含む。）とする。　
㈠　皮はぎ法により整形したもの
安定基準価格	 400円
安定上位価格	 545円
㈡　湯はぎ法により整形したもの
安定基準価格	 370円
安定上位価格	 505円

二　規則第3条第2項第1号の牛半丸枝肉1キログラム当
たりの安定基準価格及び安定上位価格は、次に掲げ
る額（消費税額分を含む。）とする。
安定基準価格	 815円
安定上位価格	 1,060円

農林水産省告示第401号
肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63年法律第98

号）第５条第１項の規定に基づき、平成22年度の肉用
子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第
８項の規定に基づき、告示する。
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平成22年３月４日
農林水産大臣　赤松　広隆

肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額（消費税
額分を含む。）とする。

品　　種	 保証基準価格
黒毛和種	 一頭につき、310,000円
褐毛和種	 一頭につき、285,000円
黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種
	 一頭につき、204,000円
乳用種の品種	 一頭につき、116,000円
肉専用種と乳用種の交雑の品種
	 一頭につき、181,000円

農林水産省告示第402号
肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63年法律第98
号）第５条第２項の規定に基づき、肉用子牛の合理化
目標価格を次のように定めたので、同条第８項の規定
に基づき、告示する。
平成22年３月４日

農林水産大臣　赤松　広隆
一　肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額（消
費税額分を含む。）とする。
品　　種	 合理化目標価格
黒毛和種	 一頭につき、268,000円
褐毛和種	 一頭につき、247,000円
黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種
	 一頭につき、142,000円
乳用種の品種	 一頭につき、83,000円
肉専用種と乳用種の交雑の品種
	 一頭につき、138,000円
二　一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定
等特別措置法施行令（昭和63年政令第347号）第２
条ただし書の農林水産大臣が定める期間は、平成22
年４月１日から平成23年３月31日までとする。

２　農畜産業振興機構の業務の運営状況

⑴　畜産物の価格安定業務
ア　指定乳製品等

21年度においては、国際約束に基づくカレントア
クセス分（入札重量ベース）としてバター 1,668tの
輸入業務委託契約を行った。脱脂粉乳については、
期初の在庫水準が低いと見込まれたことから、夏
の需要期に対応するため、20年度中に前倒しした
6,843t（入札重量ベース）も含め、合計で7,856t（入
札数量ベース）の輸入業務委託契約を行い、6,138t
（売渡重量ベース）を売渡した。　

また、売買同時入札方式によりホエイ及び調整ホ
エイ8,441ｔ（入札重量ベース）、デイリースプレッ
ド505t（同）、バターオイル116t（同）の輸入業務
の委託及び売渡契約を行った。
なお、機構以外の者の指定乳製品等の輸入に係る
買入れ・売戻し数量は412tとなった。

イ　指定食肉
指定食肉（牛肉及び豚肉）のうち牛肉については、
21年度においては、調整保管等は実施していない。
豚肉については、豚肉卸売価格が、生産量の増加
等により21年７月下旬急速に低下し、８月中旬以降、
安定基準価格（400円/kg）を下回る水準で推移した。
このため、豚肉卸売価格の回復を図るため、10月
13日から22年３月末まで農畜産業振興機構の補助事
業による調整保管を実施した。全国農業協同組合連
合会、日本ハム・ソーセージ工業協同組合等が、東
京及び大阪の中央卸売市場を中心に30,395頭を買入
れ、保管した。
併せて、生産者の自主的な生産抑制の取組を支援
するため、肉豚出荷の早出し・繰延べ、母豚の早期
更新を行う補助事業を拡充して実施した。
この結果、11月以降、豚肉卸売価格は安定基準価
格を上回る水準に回復した。

ウ　鶏卵
21年度においては、鶏卵の調整保管は実施してい
ない。

⑵　助成業務
ア　学校給食用牛乳等供給推進事業

21年度の学校給食用牛乳供給推進事業について
は、学校給食用牛乳の供給の合理化、安全性の向上、
酪農・乳業に関する普及啓発等の取組に対して17億
6,839万円の助成を行った。

イ　畜産業振興事業
21年度の畜産業振興事業については、畜産経営安
定対策等の価格関連対策に加え、飼料価格の高騰や
景気低迷による畜産物価格の低下等を踏まえた追加
対策を実施し、補助事業として1,316億9,388万円の
補助を行った。

⑶　加工原料乳生産者補給金交付業務
21年度の加工原料乳生産者補給交付金については、

加工原料乳の限度数量195万ｔを対象に231億0,750万
円（単価：11円85銭/kg）を交付した。
⑷　加工原料乳生産者経営安定対策事業の実施
加工原料乳の価格が低下した時に補てん金を交付す

る加工原料乳生産者経営安定対策事業については、平
成21年度における交付は行わなかった。
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⑸　肉用子牛生産者補給金等交付業務
21年度の生産者補給金は、「褐色和種」において5,762
頭を対象に9,652万円、「その他の肉専用種」において
1,951頭を対象に1億1,472万円、「乳用種」において23
万3,857頭を対象に69億2,108万円を交付した。
⑹　主要な畜産物の生産及び流通に関する情報の収

集、整理及び提供に関する業務
畜産物の適切な価格形成、我が国畜産の体質強化等
に資するため、海外、国内の主要な畜産物の生産及び
需給等に関する情報を収集・整理し、月報「畜産の情
報」、インターネット等により畜産関係者等に提供し
た。この経費の総額は3億2,979万円であった。

第８節　牛乳乳製品対策

１　牛乳乳製品の需給

20年度については、増産型の計画生産が実施された
ものの、経産牛頭数の減少等から都府県での生産が伸
び悩み、生乳生産量は19年度を1.0％下回り、794万tと
なった。牛乳等向け処理量は、他飲料との競合等によ
り、19年度を2.1％下回った。乳製品向け処理量は、チー
ズやクリーム等向けが増加し、19年度を0.6％上回り、
345万tとなった。脱脂粉乳については、特定乳製品向
け生乳の減少により生産量が減少し、需給はひっ迫傾
向で推移したが、前年は脱脂粉乳過剰在庫処理対策が
実施されていたこと等の反動もあり、消費量は減少し、
在庫量はほぼ前年並みとなった。バターについては、
特定乳製品向け生乳の減少により生産量が減少し、上
期の需給はひっ迫傾向で推移した。特に、家庭用バター
等を中心に品薄となったため、追加輸入を実施した。
しかし、下期は景気の後退等から需要が減少したこと
から消費量が減少し、在庫量はやや増加した。
21年度については、20年度に引き続き増産型の計画
生産が実施されたものの、経産牛頭数の減少等から生
乳生産量は20年度を0.8％下回り788万tとなった。
一方、景気の低迷等の影響により牛乳乳製品の消費
は低調に推移し、この結果、生乳需給は大幅に緩和し
た。具体的には、牛乳等向け処理量は、夏場の天候
不順の影響等により、20年度を4.5％下回った。これ
に対し乳製品向け処理量は20年度を4.0％上回ったが、
チーズやクリーム等向けがわずかに減少し、結果とし
て特定乳製品向けがかなりの程度増加した。このため、
脱脂粉乳及びバターの生産量がいずれも増加したが、
脱脂粉乳の消費量は減少し、バターの消費量は前年並
みにとどまったことから、結果としていずれも在庫量

は大幅に増加した。

２　牛乳乳製品の流通対策

⑴　生乳流通対策
生乳の需給安定を図るための需給見通し策定に必要

なプログラムの開発や、生乳の検査技術の向上と平準
化を図るための統一的な検査マニュアルの作成及び研
修会の開催等の取組を推進するための事業を行った。

⑵　牛乳販売店価格動向調査
飲用牛乳等の小売価格や今後の需要見通しなど、牛

乳小売の実態を把握し、小売段階における流通合理化
及び消費拡大の推進に資するための基礎資料を作成す
ることを目的として、全国の牛乳小売店1,200店舗余
を対象として、牛乳類の仕入・販売価格、販売数量、
需要見通し等について調査を行った。

⑶　乳製品流通価格調査
指定乳製品の価格が著しく騰貴、または下落した際

に行う需給調整の発動基準となる価格の基礎資料とす
るほか、酪農行政に必要な乳製品流通価格を把握する
ため、全国主要都市に所在する乳製品の製造業者、卸
売業者等を対象として、その仕入れ及び販売価格につ
いて、毎月調査を行った。

３　乳業の合理化対策

国際化の進展を踏まえた乳業工場の再編・合理化、
生乳流通の合理化を推進するための施設の整備等を支
援するため、乳業再編整備等対策事業の予算を措置し、
牛乳乳製品の製造販売コストの低減と乳業工場の衛生
管理水準の高度化を推進した。また、当該事業を具体
化するために、「乳業再編推進の手引き」を作成した。

第９節　食肉鶏卵対策

１　食肉等の需給及び価格の推移

⑴　牛　　　肉
21年度の国内生産量は、肉専用種は増加したものの、

18，19年度の生乳の減産型計画生産の影響から乳用種
が減少したこと等から、対前年度比0.3％減の51万6千
t（枝肉ベース）となった。
輸入量は、対前年度比1.2％増の67万9千t（枝肉ベー

ス）となった。
卸売価格（省令規格）は、景気の低迷等から、対前

年度比4.5％低下し、1,034円/kgとなった。
小売価格（東京）は、国産牛肉「ロース」は前年度

をやや下回った（−4.9％）。
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⑵　豚　　　肉
21年度の国内生産量は、対前年度比4.6％増の131
万８千t（枝肉ベース）となった。
輸入量は、対前年度比15.1％減の98万８千t（枝肉
ベース）となった。
卸売価格（省令規格）は、国内生産の増加や国産在
庫の水準が高かったこと等から7月以降急速に低下し、
８月中旬以降、安定基準価格である400円/kgを下回
る水準で推移した。このため、豚肉の卸売価格の回復
を目的として、10月13日から22年３月末まで農畜産業
振興機構の補助事業による調整保管を実施した。この
結果、対前年度比は13.1％低下となったものの、調整
保管開始翌月の11月以降は安定基準価格を上回る水準
で推移した。
小売価格（東京）は、国産豚肉「ロース」は前年度
をやや下回った（−5.2％）。

⑶　鶏　　　肉
21年度の国内生産量は、対前年度比1.3％増の141
万３千t（骨付きベース）となった。
輸入量は、対前年度比21.0％減の33万６千t（実量
ベース）となった。
卸売価格は、もも肉は、12月以降、概ね前年を上回
る水準で推移した。むね肉は、軟調に推移した。

⑷　鶏　　　卵
21年度の鶏卵の国内生産は、対前年比1.2％減の250
万５千tであった。
卸売価格は、需要の低迷により前年度を下回って推
移したが、21年12月以降は前年と概ね同水準で推移し、
対前年比9.3％減の175円/㎏であった。



第６章　生　　産　　局−150−

２　食肉等の流通対策

⑴　国産食肉産地体制整備
当該地域の肉用牛等の生産地域の振興方策を踏まえ
つつ、食肉の処理加工・販売に関する総合的な産地体
制の整備構想を作成するとともに、高度に衛生的な設
備を導入して低コスト処理を行う先進的な産地食肉セ
ンター及び食鳥処理施設を整備し、これにより効率的
な集荷体制を整備した。

⑵　家畜市場近代化整備
肉畜の生産状況及び取引状況等の変化に対応して、

家畜市場の機能高度化等を図り、家畜取引方法の合理
化等家畜の公正円滑な取引及び適切な価格形成を確保
し、肉畜流通の近代化及び合理化を行った。

⑶　鶏卵処理施設整備
鶏卵処理施設における処理の効率化、品質の向上、

機能の向上・改善等のための施設整備を行った。

表９　食肉・鶏卵の需給の推移
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表10　食肉加工品生産量の推移
（単位：千t）

ハ　ム ベーコン ソーセージ 計
11年度 153（101） 77（100） 294（100） 525（100）
12年度 149（ 97） 78（100） 292（ 99） 519（ 99）
13年度 146（ 98） 76（ 98） 297（102） 518（100）
14年度 138（ 95） 73（ 96） 288（ 97） 498（ 96）
15年度 139（101） 71（ 98） 284（ 99） 494（ 99）
16年度 140（101） 76（107） 286（101） 502（102）
17年度 139（ 99） 77（101） 279（ 98） 495（ 99）
18年度 135（ 98） 79（102） 274（ 98） 487（ 97）
19年度 132（ 98） 79（100） 270（ 99） 481（ 99）
20年度 130（ 98） 79（100） 287（106） 496（103）
21年度 131（101） 81（103） 293（102） 505（102）

３　食肉、鶏卵等の価格安定対策

⑴　肉用子牛生産者補給金制度
平成３年度からの牛肉の輸入自由化に対処して、肉

用牛経営の安定を図るため、肉用子牛生産安定等特別
措置法（昭和63年法律第98号）に基づいて、肉用子牛
価格が低落した場合に生産者補給金を交付する「肉用
子牛生産者補給金制度」を２年度より実施するととも
に、輸入牛肉等の関税収入を財源とした助成措置を講
じている。

⑵　鶏卵価格安定対策事業
鶏卵の価格安定については、当初、社団法人全国鶏

卵価格安定基金及び社団法人全日本卵価安定基金が鶏
卵生産者と農協等の積立てにより、鶏卵価格の異常低
落時における価格差補てんを行っていたが、昭和50年
度以降は、補てん財源の一部を助成し実施している。

表11　食肉・鶏卵の価格の推移
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第10節　畜産経営対策

１　産地競争力の強化に向けた総合的推進

⑴　「強い農業づくり交付金」のうち畜産生産基盤育
成強化
地域内一貫生産体制の確立や効率的生産のための外
部化・分業化のための施設等の整備、畜産経営を円滑
に継承するための離農跡地等の条件整備、畜産への新
規就農希望者のための研修施設の整備を推進するとと
もに、哺乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな
生産方式の普及や、子牛生産部門の協業化、地域の核
となる協業法人経営体育成のための施設等の整備の支
援を行った。
⑵　農業・食品産業競争力強化支援事業（未来志向型

技術革新対策事業（技術革新波及対策事業））の
うち畜産生産基盤育成強化
都道府県域を越える広域的な取組、全国のモデルと
なる競争力のある産地を育成し波及させる取組等に対
して、国が直接補助金を交付し、家畜飼養管理施設等
の整備の支援を行った。
⑶　農業競争力強化対策民間団体事業のうち畜産生産

基盤育成強化対策推進事業
ア　経営技術の高度化推進

専門家集団の組織化・人材育成、支援体制の構築
等を行い支援活動をサポートするとともに、指導用
資料等の作成等を行った。
イ　生産・経営情報中央データベースの構築等

都道府県の効率的な経営支援活動を支援するた
め、必要なシステムの開発・提供、全国の先進的畜
産経営状況等のデータの整備・提供等を行うととも
に、経営情報利用ツールの活用に関する研修等を実
施し利用の普及を図った。
ウ　産地リーダー養成研修会・経営者交流会等

地域活性化に貢献するリーダー的経営者を養成す
るため、経営管理者、経営技術者としてのスキル
アップを図るための養成研修を行うとともに、リー
ダー間またはリーダーとその他の経営者による先進
生産・経営技術の交流やネットワーク化を推進する
ための交流会を開催した。
エ　畜産情報ネットワーク（LIN）推進

畜産情報ネットワーク推進を図るため、情報提供
用機器の整備、生産情報の提供推進、研修会の開催、
各種調査を実施し、生産者、支援者等に対し迅速な
畜産関係情報の提供を行った。

オ　畜産関係情報相互交流体制推進
生産者と消費者の情報交流を推進するため、生産
者と消費者への調査を行い、交流のあり方等を分析
し、取りまとめた。
カ　畜舎建築に係る関連基準の検討
畜舎・堆肥舎の建築コストを低減するため、学識
経験者等による「畜舎建築に係る関連基準等に関す
る検討会」を開催して、畜舎等建築関連基準の検討、
建築部材の構造強度等に係る調査試験、畜舎建築の
実態調査等を検討するとともに、得られた成果をも
とに指導資料を作成し、普及啓発を行った。

キ　畜産経営の担い手育成に向けた経営継承促進等
基礎的な経営・財務管理指導、土地・施設等を円
滑に経営継承を行うための経営・財務等に係る特別
相談活動及び経営を中止する畜産経営を継承した新
規就農者等が早期の経営安定を図るための経営・技
術指導等を行った。

2　地域バイオマス利活用交付金（うち畜産関
係）　家畜排せつ物利活用施設の整備

地域ごとの実情に応じて、家畜排せつ物等有機性資
源の利活用に必要なたい肥化施設等の共同利用施設及
びたい肥散布機械等の共同利用機械の整備の支援を
行った。21年度については、15地区で実施した。

３　畜産経営関係主要資金の融通

⑴　　農業近代化資金
昭和36年に制定された農業近代化資金は、農協系統

資金等に利子補給を行い、資金を農業部内に環流させ、
民間金融としての自主性に委ねつつ、農業経営の近代
化に資すると認められる施設資金等の供給を行うこと
を目的に創設された。
平成17年度には国及び地方公共団体を通じた財政改

革（三位一体改革）のための国の補助金等の整理及び
合理化等に伴い、都道府県が行う利子補給に係る政府
の助成が廃止・税源移譲し、都道府県の責任において
実施することとなった。
平成19年度から３年間に認定農業者が借り受ける場

合は、無利子（限度額：個人1,800万円、法人3,600万円（そ
れぞれ500万超の資金が対象））。
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表12　農業近代化資金融資実績
（単位：百万円）

	 区　　分	 18年度	 19年度	 20年度	 21年度※
畜産関係
	 家畜購入	 11,247	 13,027	 11,660	 10,359
	 資金総額	 44,405	 48,551	 49,079	 46,955

※平成17年度から「家畜購入」以外の区分は不明。

⑵　農業経営基盤強化資金
　（スーパー L資金）

本資金は６年度に創設され、経営感覚に優れた効率
的かつ安定的な経営体の育成に資するため、農業経営
基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた
農業者に対して、計画に即して規模拡大その他の経営
展開を図るために必要な資金を融通している。
19年度から３年間に認定農業者が借り受ける場合
は、無利子（限度額：個人１億円、法人３億円（それ
ぞれ500万超の資金が対象））となっている。21年度の
畜産関係融資実績は、最終貸付件数1,868件、731億円
であった。
また、畜産関係融資は融資額全体の56.4％を占め、
その内訳は、酪農16.5％、肉用牛14.3％、養豚14.6％、
養鶏10.6％であった。

⑶　農業改良資金
59年度に畜産振興資金供給事業として発足した畜産
振興資金は、60年度に、農業改良資金のうち合理的な
農業の生産方式を図るための資金（生産方式改善資金）
に組み入れられ、その後、61、元、４、７、13年度に
は、資金内容の拡充が図られた。
14年度には、分かりやすく、使いやすい資金制度と
するための各種制度資金の抜本的見直しにより、国が
指定する特定の農業技術を導入するための資金から、
担い手の創意工夫により新作物や新技術の導入などに
チャレンジするための資金に変更され、それに伴い、
畜産振興資金等の作目別資金は廃止された。また、都
道府県からの直接貸付けに加え、民間金融機関からの
貸付けを追加するとともに、民間金融機関からの貸付
については、農業信用基金協会による債務保証の対象
とするなどの措置が講じられた。
平成20年度には、新たに「中小企業者と農林漁業者
との連携による事業活動の促進に関する法律」に基づ
く中小企業者に対する貸付けの拡大等及び「農林漁業
有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進
に関する法律」に基づく償還期間の特例等の措置を講
じた。

⑷　家畜飼料特別支援資金
配合飼料価格の上昇に対応して、飼料購入資金を

低利で融通する家畜飼料特別支援資金を19年度に創設
し、第３四半期から発動。
21年度までの融資実績（計画承認額ベース）は、3,095

件、534億円であった。
⑸　畜産経営環境調和推進資金

11年度に家畜排せつ物法が制定され、家畜排せつ物
の処理・利用のための施設・機械等の整備を円滑に行
うため、畜産経営環境調和推進資金を融通している。

第11節　畜産技術対策

１　家畜改良増殖対策事業

⑴　乳用牛改良増殖推進
ア　乳用牛改良体制強化

我が国の乳用牛改良体制の強化を図るため、中央
及び都道府県の乳用牛改良関係団体、行政機関、農
業団体、学識経験者等で構成される全国会議等を通
じて、牛群検定と後代検定の総合的な推進方策につ
いて検討した。また、地域における乳用牛改良の指
導者を育成するため、乳用牛改良地域指導者研修会
を開催した。

イ　乳用牛群検定普及定着化
乳用雌牛の的確な選抜淘汰や飼養管理の改善を通
じ、泌乳能力の向上、乳質の改善、選択的利用を促
進し、酪農経営の改善に大きな役割を果たしてきた
乳用牛群検定について、さらに生産性の向上による
コストの低減等を図るため、新たな農家の検定への
参加促進を一層強化し普及率向上を図り、牛群検定
データを利用した指導体制の強化等を推進した。ま
た、自動搾乳システムを用いた酪農経営における泌
乳能力の検定手法や遺伝的能力評価への活用などに
ついても検討した。
21年度末現在、46都道府県で、合計9,932戸の農
家の566,472頭の牛が能力検定に参加しており、検
定頭数でみた普及率は58.8％であった。

ウ　乳用種雄牛後代検定推進
乳用種雄牛後代検定事業は、昭和59年度から牛群
検定農家を活用したフィールド方式により全国統一
で実施してきたが、改良速度をさらに向上するため
には、候補種雄牛の質的向上を図り、成績上位の検
定済種雄牛を少数精鋭で利用する必要があることか
ら、より高能力が期待できる候補種雄牛185頭を２
期に分けて調整交配するとともに、検定済種雄牛に
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ついては、総合指数上位40位の利用を推進した。ま
た、改良体制の強化を図るために国際機関（インター
ブル）の行う種雄牛の国際評価に参加している。
なお、国内で供用されている種雄牛は、ほぼすべ
てが本事業による検定済種雄牛となっている。
エ　乳用牛国際競争力強化促進事業

我が国の風土に適した国内遺伝資源を活用した国
産乳用種雄牛基盤づくりを推進するため、海外種雄
牛評価データの収集を行うとともに、牛群検定デー
タを分析し、国産種雄牛および海外種雄牛の利用結
果の検証を進めた。
また、総合指数の改善に向けた分析を実施し、疾
病繁殖性の形質を加えた新たな総合指数を採用し
た。

⑵　肉用牛改良増殖推進
肉用牛の育種改良体制の強化を図るため、優良な育
種資源の広域的な利用と全国規模での評価体制の構築
に向けた会議を開催した。
また、肉用牛の改良を図るため、肉用牛検定施設及
び和牛受精卵供給施設の整備を推進した。

⑶　中小家畜改良増殖推進
豚については、改良施設の整備を推進するとともに
遺伝的能力評価の普及・推進を図るため、普及推進会
議等を開催した。
鶏については、高品質鶏作出のための改良、特性調
査、育種改良関連新技術の実用化を行うための施設の
整備を推進した。
ミツバチについては、全国的に花粉交配用ミツバチ
の不足が問題となったことから、各都道府県における
花粉交配用ミツバチの需給調整システムを立ち上げる
とともに、同システムの検証及び今後の調査研究のた
めの「ミチバチの不足問題に関する有識者会議」を開
催した。

⑷　馬改良推進
馬の改良増殖を図るため、馬産地技術者養成のため
の研修会を開催するとともに、馬の育成施設の整備を
推進した。

２　畜産新技術実用化対策事業

⑴　和牛有用遺伝子の解明促進
和牛遺伝資源の保護・活用に資するため「和牛知的
財産権取得・活用推進協議会」に設置した共同研究推
進委員会および和牛ゲノム特許活用推進委員会におい
て、遺伝子特許の取得促進や利活用等について検討し
た。
和牛肉の食味及び早熟性に関する評価指標の検討を

推進した。
⑵　DNA育種技術開発実用化

DNA解析技術を活用した家畜の育種手法の開発と
その利用を図るため、都道府県等と連携し、血統及び
能力が明らかとなっているDNA解析用サンプルの採
集、乳頭欠損症等の遺伝性疾患の原因遺伝子等の解析
を進めるとともに、事業の推進を図るために関係機関
による全国DNA育種推進会議を開催した。
⑶　電子標識による個体識別システムの有効活用
牛個体識別システムで利用するのに最適な電子標識

の選定、統一すべき規格等の調査・検討を行うため、
有識者による電子標識検討委員会及び同作業部会を開
催するとともに、国内調査、電子標識活用の可能性調
査を実施した。また、５箇所の農家・関係機関の協力
を得て、生産現場等での利用可能性についてフィール
ド実証調査を実施した。
さらに、電子標識を利用し、牛の飼養管理及び牛群

管理等を効率化するためのシステムの機能追加等の開
発及び運用を行った。　

３　生産性向上のための飼養技術等の普及推進

家畜の飼養技術の向上による更なる生産性の向上を
図るため、全国及びブロック段階での関係機関により
構成される普及推進検討会、地域段階での生産者等を
対象とした勉強会を開催した。
また、経営相談窓口の設置、生産現場での助言指導、

先行事例の調査分析、技術普及用のパンフレット等を
作成し全国の畜産関係者に配布した。
更には、前年度に引き続き、各県にモデル地域を設

定することで対策を推進した。

４　中央畜産技術研修

国及び都道府県等の畜産関係職員等を対象とした中
央畜産技術研修会を独立行政法人家畜改良センター中
央畜産研修施設（福島県西白河郡西郷村）において実
施した。
本研修は、都道府県、市町村、地方農政局、畜産関

係団体及び独立行政法人家畜改良センター等の畜産関
係職員を対象として畜産に関する高度の知識及び技術
の習得並びに指導能力を向上させることを目的として
いる。具体的には、技術職員の再訓練のための専門技
術研修や畜産に関する高度な学理、新技術を修得させ
るための研修等を実施した。
また、都道府県の職員においては、各都道府県段階

において実施する畜産技術研修会の主要な講師として
本研修を反映した研修を行うことにより、新しい技術
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が速やかに全国各地に浸透するようにしている。
　21年度は、新任畜産技術職員、畜産行政、管理者、
畜産物のリスク管理、畜産新技術A・B、酪農、肉用
牛、養豚、養鶏、畜産統計処理、飼料A・B、自給飼
料A・B、畜産環境保全、畜産経営A・B、公益法人会計、
時事問題の各部門（16講座）について短期研修（各２
〜 11日間延べ66日）を実施し、合計628名が受講した。

第12節　飼料対策

１　自給飼料対策

草地開発整備対策
⑴　草地開発整備関係調査

ア　草地整備等技術指針作成調査
草地の開発・整備に関する技術的課題の解決及び
事業コストの縮減に資する技術の評価導入等に取り
組み、その成果を「草地開発整備事業計画設計基準」
等に反映させるための調査を実施した。

（予算額2,710万円）
イ　草地整備等基礎調査

草地開発整備事業等を巡る情勢の変化に伴う新た
な課題について対応策を見いだし、事業制度への迅
速な反映等を図るための調査を実施した。

（予算額1,240万円）
ウ　土地資源活用飼料基盤拡大基本調査

飼料生産基盤の面的拡大のため、飼料供給源とな
りうる土地資源について、活用の実態を調査し、利
用上の権利調整等の問題について解決策を検討する
とともに、飼料基盤としての利用を図るための基本
構想及び整備手法を策定するための調査を実施し
た。	 （予算額5,295万円）
エ　畜産環境基本調査

混住化地域や環境規制地域において、畜産経営が
周辺の環境に及ぼす影響等を調査し、家畜排せつ物
の土地還元利用による土地生産力の増強と畜産経営
の合理化を図るための方策を見いだし、周辺地域と
調和のとれた畜産経営の健全な発展を図るための調
査を実施した。	 （予算額4,195万円）
オ　地域飼料資源有効活用整備調査

耕作放棄地や将来的に遊休化が懸念される農地に
ついて、TMRセンター等により有効利用を図ろう
とする地域を対象に意向調査等を行い、既存草地の
有効利用方策や担い手への農地集積手法を策定する
ための調査を実施した。	 （予算額1,620万円）
カ　土壌条件不利地域畜産的活用整備調査

農業生産性が低く、土壌条件が不利な地域におい
て、農用地等の利用の実態と課題等を調査し、飼料
生産基盤としての高位転換化の方向やその整備手法
を検討し、整備構想を策定するための調査を実施し
た。	 （予算額2,070万円）

⑵　草地畜産基盤整備事業
草地畜産基盤の開発整備を総合的に推進するため、

次の事業を156地区で実施した。
（国庫補助金121億3,090万円）

ア　都道府県営草地整備事業
鉉　担い手中核型（北海道のみ）

北海道における老朽化した草地について、大型
機械化体系に対応した効率的な草地への変換を図
るため、起伏修正や排水改良等の整備を実施した。
ａ　事業の規模
⒜　事業完了後の受益面積が500ha以上（中山
間地域250ha以上）
⒝　事業参加者に占める担い手農家のシェアが
事業完了時で、1/3以上

ｂ　補助率50％以内
鉤　公共牧場中核型事業

事業地区内の公共牧場の役割分担の明確化を図
り、再編整備を行うとともに周辺農家の草地等の
一体的な整備を実施した。
ａ　事業の規模
⒜　公共牧場の既存草地面積が、北海道250ha
以上（中山間地域125ha以上）、都府県100ha
以上（中山間地域50ha以上）
⒝　事業終了後の受益面積がおおむね、北海道
300ha以上（中山間地域150ha以上）、都府県
60ha以上（中山間地域30ha以上）
⒞　完成年度から起算して5年以上経過してい
ること

ｂ　補助率50％以内
イ　畜産担い手育成総合整備事業
①　担い手育成対策
鉉　担い手支援型事業

担い手への飼料生産基盤の利用集積を計画的か
つ加速的に推進するため、草地、野草地、放牧用
林地等の整備改良等を総合的かつ一体的に整備を
実施した。
ａ　事業の規模

次のすべての要件を満たすこと
⒜　担い手への土地利用の集積（作業受託を含
む）の増加率が家畜飼養頭数の増加率を上回
ることが確実であること。
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⒝　事業完了時に、担い手の占める受益草地
等の面積シェアを以下のとおり増加させるこ
と。
	・30％未満のとき40％以上となること
	・30％以上50％未満のとき10％ﾎﾟｲﾝﾄ以上増
加すること
	・50％以上55％未満のとき60％以上となる
こと
	・55％以上90％未満のとき5％ﾎﾟｲﾝﾄ以上増
加すること
	・90％以上95％未満のとき95％以上となる
こと
	・95％以上のとき基準に適合する農業者及
び農業者の組織する団体への利用集積が見
込まれること

⒞　事業完了後の受益面積が30ha（北海道
200ha）以上

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

鉤　再編整備型事業
担い手を主体とした畜産主産地の形成又は再編
整備等を図るため、基本施設整備及び農業用施設
整備等を行った。
ａ　事業の規模

次のすべての要件を満たすこと
⒜　事業参加者が10人（中山間地域５人）以上
⒝　家畜飼養頭数（肥育豚換算）が2,000頭（中
山間地域1,000頭）以上の地区であって、事
業完了後において3,000頭（中山間地域1,500
頭）以上に増加することが確実と見込まれる
地区
⒞　事業完了後の地区において担い手に係る畜
産物生産がおおむね1/2以上
⒟　事業完了後の受益面積が30ha（中山間地
域15ha）以上

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

鉈　水田地帯等担い手育成型事業
水田地帯等における新たな畜産の担い手の育成
と農地の有効活用を図るため、耕種農家等円滑に
畜産を導入できるよう支援しつつ、飼料生産基盤
と農業施設を一元的に整備を実施した。
ａ　事業の規模

次のすべての要件を満たすこと
⒜　事業参加者が10人（中山間地域５人）以上
⒝　事業完了後の牛飼養頭数が現況に比して、

成牛換算で100頭（中山間地域50頭）以上増
加することが確実と見込まれること。
⒞　事業完了後において、酪農又は肉用牛生産
に係る担い手の割合が事業参加農業者の50％
以上を占めること。
⒟　事業完了後の受益面積が30ha（中山間地
域15ha）以上。ただし、受益草地の面積には、
稲わら収集面積の1/2に相当する面積を受益
草地等の面積の1/2を超えない範囲で含める
ことができる。

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

②　耕作放棄地等活用対策
鉉　担い手支援型事業、再編整備型事業、水田地帯
等担い手育成型事業
ａ　事業の規模

対象地域において、耕作放棄地率等の要件を
満たしていること

ｂ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄・奄
美70％以内）

③　飼料自給率向上対策
鉉　担い手支援型事業、再編整備型事業、水田地帯
等担い手育成型事業
ａ　事業の規模

対象地域において、飼料自給率等の要件を満
たしていること

ｂ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄・奄
美70％以内）

ウ　草地林地一体的利用総合整備事業
中山間地域等において、林地や草地等農用地を

谷を単位とした畜産的土地利用体系に再編整備す
るため、草地及び放牧林地等の造成整備改良及び
これらの草地等に附帯する施設の整備を行った。
鉉　事業の規模

対象地域要件：次の全てを満たすこと
ａ　中山間地域関係５法（山振法、過疎法、半島法、
離島法、特定農山村法）指定地域であること

ｂ　酪肉近代化計画策定市町村であること
ｃ　家畜飼養頭数（肥育豚換算）1,000頭以上
ｄ　次のいずれかを満たすこと
⒜　林野率が75％以上
⒝　畑の面積のうち勾配15度以上の面積が1/2
以上
⒞　田の面積のうち勾配1/20以上の面積が1/2
以上
⒟　積算気温が著しく低く、かつ大家畜頭数が
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都道府県平均以上で、かつ林野率50％以上等
⒠　耕作放棄地率が10％以上かつ林野率50％以
上であって、農業経営基盤強化促進法に基づ
く農業経営基盤強化促進基本構想に耕作放棄
地対策を定めている市町村
	・実施地区要件：次のすべてを満たすこと

ａ　林地と草地等農用地が混在し、これらの土地
の一体的再編整備により畜産的利用の促進が見
込まれること
ｂ　草地、林地等の受益面積が30ha（林野率が
高い地域等にあっては15ha）以上、気候的条
件の厳しい地域にあっては60ha以上
ｃ　受益面積のうち既耕地等の整備面積が1/2以
上

鉤　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄75％以
内、奄美70％）

エ　担い手育成草地集積事業
意欲のある経営体等への草地の利用集積を促進す
るため、畜産担い手育成総合整備事業に係る農家負
担分について、日本政策金融公庫が受益者等に無利
子資金を融通するための原資の貸し付けを行った。
鉉　貸付額　対象事業費の10％相当以内
鉤　償還期間　25年（うち据置10年）以内
鉈　貸付利率　無利子

⑶　畜産環境総合整備事業
家畜排せつ物処理施設、たい肥の還元用草地等の整
備促進等を通じた畜産を核とする資源リサイクルシス
テム又は悪臭発生防止モデルの構築、さらには草地景
観等の多面的機能を活用したふれあい施設の整備等を
通じ、自然・環境に調和した畜産への理解の醸成を図
りつつ、地域社会の活性化を図るため、次の事業を27
地区で実施した。	 （国庫補助金22億9,400万円）
ア　畜産環境総合整備事業及び畜産環境総合整備統合
補助事業
鉉　資源リサイクル型
　ａ　事業規模

⒜　事業参加資格者の家畜飼養頭羽数が、肥育
豚換算頭数で2,000頭（環境負荷脆弱地域の
場合又は事業主体が市町村等の場合にあって
は、1,000頭）以上
⒝　事業参加資格者のうち養畜の業務を営む者
が原則として10人（環境負荷脆弱地域の場合
又は事業主体が市町村等の場合にあっては、
５人）以上
⒞　基盤整備費及び施設整備費に係る受益面積
が、環境負荷脆弱地域において事業を実施す

る場合を除き、30ha（事業主体が市町村等
又は事業参加者のうち養畜の業務を営む者の
過半数が経営を移転しない場合にあっては、
10ha）以上

ｂ　補助率
内地、北海道1/3、45％、50％、55％以内
離島1/3、50％、55％、60％以内
沖縄1/3、50％、60％、75％以内
奄美1/3、50％、60％、75％以内

鉤　草地畜産活性化型
ａ　事業の規模
⒜　基盤整備に係る受益面積が30ha（事業主体
が市町村等の場合にあっては、10ha）以上
⒝　事業完了後の草地面積が北海道以外にあっ
ては、100ha（事業主体が市町村等の場合に
あっては、30ha）以上、北海道にあっては、
300ha（事業主体が市町村等の場合にあって
は、50ha）以上
⒞　家畜飼養頭羽数が肥育豚換算頭数で2,000
頭（事業主体が市町村等の場合にあっては、
1,000頭）以上

ｂ　補助率
内地　　1/3、40％、45％、50％以内
北海道　1/3、45％、50％以内

鉈　新技術活用地域環境改善モデル型
ａ　事業の規模
⒜　事業参加資格者の家畜飼養頭羽数が、肥育
豚換算頭数でおおむね2,000頭以上
⒝　事業参加資格者が10人以上であって、この
うち新技術を用いたモデル実証の核となる畜
産経営の担い手（認定農業者等）が半数以上
⒞　基盤整備費及び施設整備費に係る受益面積
が30ha以上
⒟　地域の環境改善が図られ、畜産主産地の育
成により地域の飼料基盤面積が増加

ｂ　補助率　50％以内
⑷　飼料基盤活用の促進（強い農業づくり交付金）
畜産主産地等で一定規模要件をもって実施する飼料

基盤整備を補完しながら、地域の実情に対応したより
きめ細かな飼料基盤整備等を実施した。
ア　事業の規模

事業参加者が５人以上の農業者又は１以上の農業
生産法人であり、基本施設整備事業に係る受益面積
が５ha以上

イ　補助率
北海道及び内地50％以内、離島55％以内、沖縄県
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及び奄美群島60%以内

２　飼料作物生産振興対策

飼料自給率目標の達成に向け、年度ごとの行動計画
に基づき関係者が一体となった飼料増産運動を展開し
つつ、自給飼料増産のための総合的な条件整備及び飼
料増産に向けた意欲的な取組への支援を行い、飼料自
給率の向上を通じた食料自給率の向上に資するため、
次の事業を実施した。
⑴　飼料増産の取組（強い農業づくり交付金）
自給飼料生産拡大により自給飼料に立脚した畜産生
産構造への転換を図るため、自給飼料生産基盤の強化、
高生産性飼料生産システムの確立、TMRセンター
の設置、日本型放牧の拡大、公共牧場の効率的利用、
未利用地を活用した放牧等の畜産利用等に必要な作付
条件整備、施設機械の整備並びに当該施設機械のリー
スを推進。	 （予算額244億1,600万円の内数）
単収向上、生産の効率化等自給飼料生産に係る新技
術の確立・普及等に必要な条件整備を推進。

⑵　国産粗飼料増産対策事業
ア　稲発酵粗飼料の家畜への給与を行う取組を推進。
イ　国産粗飼料の広域流通を行う取組を推進。

（予算額23億4,600万円）

３　耕畜連携による飼料作物生産振興対策

耕畜連携により水田における飼料作物の生産拡大を
推進するため次の事業を実施した。
⑴　耕種作物活用型飼料増産の取組（強い農業づくり交付金）
水田における飼料作物作付拡大の条件整備を図るた
め、稲わら等有機資源の収穫・供給、堆肥との交換、
水田地帯における繁殖経営育成、粗飼料の広域流通に
必要な施設機械等の整備及び当該施設機械のリースを
推進。	 （予算額244億1,600万円の内数）

⑵　耕畜連携水田活用対策事業
水田において、飼料作物作付けの一定面積以上の団
地化、稲発酵粗飼料又はわら専用稲の生産、水田放牧
又は資源循環の取組による飼料作物の生産を推進。

（予算額54億400万円）
⑶　飼料稲フル活用緊急対策事業

水田において、一定面積以上の団地化、稲発酵粗飼
料又はわら専用稲の生産の取組の拡大を推進。

（予算額13億円）

４　流通飼料対策

飼料の需給及び価格の安定
⑴　21年度の飼料需給の動向

ア　飼料の総合需給
21年度の飼料の総合需給規模（概算）は、可消化
養分総量（TDN）で前年度をわずかに上回る2,514
万t（0.8％増）と見込まれる。その内訳は、粗飼料
が541万t、濃厚飼料が1,973万tである。
濃厚飼料のうち、輸入によるものは1,761万t、純
国内産は212万tと見込まれる。

イ　飼料穀物の国際需給
2009/10年度の世界の粗粒穀物の生産量は、米国、
ブラジル等で増加が見込まれるものの、中国、EU
等で減少が見込まれることから、世界全体では前年
をわずかに下回る11億0,576万t（対前年比0.4%減）
と見込まれる。
また、消費量は、米国、中国等で増加が見込まれ
ることから、世界全体では11億0,136万t（対前年比
2.1％増）と見込まれる。
期末在庫量は、生産量が消費量をわずかに上回る
ことから、１億9,877万t（対前年比2.3％増）、期末
在庫率は18.0％と見込まれる。

ウ　飼料穀物の国際価格
飼料穀物の国際価格の指標となるとうもろこし
のシカゴ相場は、21年度産の米国の作付遅れ等から
21年６月には400セント/bu台半ばまで上昇したが、
その後21年度産が豊作見通しとなったこと等から、
年度末にかけて概ね300セント/bu台で推移した。

エ　配合飼料の需給及び価格の動向
配合・混合飼料の生産量は、昭和63年度をピーク
に家畜飼養頭羽数の減少に伴って緩やかに減少し、
近年は2,400万トン前後で推移しているが、21年度
の生産量は前年度をわずかに上回る2,480万t（対前
年度比1.2%増）となった。この内訳をみると、配合
飼料は前年度比0.9％増の2,435万t、混合飼料は前年
度比26.4%増の46万tとなっている。
配合飼料価格については、20年度には、主原料で
あるとうもろこしのシカゴ相場の高騰等により68千
円/tまで上昇したものの、その後シカゴ相場の下落
等により21年度当初には52千円/tまで下落。21年７
月には55千円/tまで再び上昇したものの、10月には
54千円/t、22年１月には53千円/tまで下落した。
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表13　主要飼料原料の輸入価格
（単位：円/t）

品名	 19年度	 20年度	 21年度
とうもろこし	 27,900	 32,813	 20,562
こうりゃん	 28,109	 31,000	 19,175
大豆油かす	 42,198	 49,656	 44,249
魚粉	 121,131	 102,158	 100,005
資料：財務省「貿易統計」

表14　配合・混合飼料の用途別生産量
（単位：千t）

用途	 19年度	 20年度	 21年度
採卵鶏用	 6,647	 6,430	 6,423
ブロイラー用	 3,807	 3,898	 3,975
養豚用	 5,991	 6,094	 6,317
乳牛用	 3,307	 3,320	 3,276
肉牛用	 4,606	 4,658	 4,698
その他	 131	 99	 114
　計	 24,489	 24,499	 24,803

⑵　飼料穀物備蓄対策
我が国は飼料原料の大宗を海外からの輸入に依存し
ており、海外主要生産国の凶作等による供給力の急減、
港湾ストライキ等による需給のひっ迫により畜産経営
に重大な影響が及ぶおそれがある。こうした事態に対
処し、飼料の安定的供給を図るため一定量の飼料穀物
の備蓄を行う必要がある。
このため、飼料穀物備蓄対策の推進に努め、社団法
人配合飼料供給安定機構等が飼料穀物（とうもろこし・
こうりゃん60万ｔ）の備蓄を行うのに要する費用の助
成を行っている。	 （予算額43億45百万円）
また、とうもろこし・こうりゃんの代替となる大麦
等の備蓄については、国自らが実施しており、18年度
以降、特例的に大麦の全量を米に振替、米35万tの備
蓄を実施している。

⑶　配合飼料価格安定対策
飼料費は畜産物生産費の大きな部分を占めており、
配合飼料価格の上昇は、畜産経営に大きな影響を及ぼ
すことから、配合飼料価格が値上がりした場合に補て
んを行う通常補てん制度と異常補てん制度により、畜
産経営に対する影響の緩和を図っている。
通常補てん制度は、民間が自主的に積み立てた基金
により、原則として、当該四半期の配合飼料価格が直
前１年間の平均配合飼料価格を超える場合、その超え
る額を補てんするものであり、異常補てん制度は、通
常補てん制度では対処し得ない大幅な値上がりがあっ
た場合に、国と民間が２分の１ずつ積み立てた基金に
より補てんを行うものである。

21年度においては、配合飼料価格が概ね安定的に推
移したことから、補てんの発動はなかった。

⑷　食品残さ飼料化（エコフィード）
濃厚飼料の自給率向上を図るため、食品残さ等の未

利用資源の飼料化を効率的に進める取組を推進した。
ア　エコフィード緊急増産対策事業

配合飼料メーカーと食品残さ飼料化業者の両者が
連携してエコフィードの生産を増加させる取組に対
し支援。

イ　地域資源活用型エコフィード増産推進事業
地域のTMRセンター等が、地域の食品残さや飼
料作物を用いて混合飼料を生産する取組を支援。

ウ　エコフィードの推進（農業競争力強化対策民間団
体事業）
鉉　ネットワークづくり

畜産団体等の協力の下、全国的なエコフィード
の製造実態や畜産業におけるエコフィードの利用
意向等について調査し、情報を公開。
鉤　エコフィード認証制度の普及・促進

エコフィードを利用した飼料の認証制度の普及
を促進するとともに、エコフィードを給与して生
産された畜産物の認証制度を検討。

エ　エコフィードへの取組に対する直接支援（農業・
食品産業競争力強化支援事業）
拠点的な地域において、食品残さの飼料化利用に
つながる広域的かつモデル性の高い取組について、
国による直接採択により飼料化施設の整備を支援。

⑸　飼料需給安定法の運用
ア　21年度飼料需給計画

飼料需給安定法に基づき政府が行う21年度におけ
る輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しは、表15の
飼料需給計画によることとした。この計画は、国
が取り扱っている麦類を対象として、21年度におい
て、飼料の需給の安定に必要な数量を予定したもの
でる。

表15　21年度飼料需給計画
（単位：千t）

品　目	 期首持越	 買入数量	 売渡数量	 期末持越
小　麦	 0	 200	 200	 0
大　麦	 0	 1,410	 1,410	 0
　計	 0	 1,610	 1,610	 0

この飼料需給計画は、農林水産大臣が飼料需給安
定法に基づき、年度末に翌年度の輸入飼料の買入、
保管及び売渡に関する計画として策定するものであ
る。
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イ　21年度の輸入飼料の需給実績
政府が飼料需給安定法に基づいて21年度に実施し
た輸入飼料の需給実績は、表16のとおりである。

表16　21年度飼料需給実績
（単位：千t）

品　目	 期首持越	 買入数量	 売渡数量	 期末持越
小　麦	 0	 130	 130	 0
大　麦	 0	 1,246	 1,246	 0
　計	 0	 1,376	 1,376	 0
（注）	　単位未満四捨五入のため計と一致しない場合があ

る。

第13節　中央競馬及び地方競馬

21年度（中央競馬：１月〜 12月、地方競馬：４月
〜３月）は、中央競馬、地方競馬ともに、20年度に引
き続き、売得金、入場者数が対前年比で減少となった。
また、不況を背景とした軽種馬の取引価格の下落に
よる、馬産地の地域経済の悪化に対応し、平成21年度
1次補正予算において、以下の取組を助成する馬産地
再活性化事業（平成21年度〜平成23年度までの３年間
の基金事業）を措置した。
①　馬産地の高度化（分業化、共同化など）、他作目
との複合化等に必要な機械・施設のリース方式によ
る導入。
②　馬生産者が償還困難な負債の借換えのための長期
低利資金の融通。
③　馬の脚のレントゲン写真など、市場上場馬の個体
情報のインターネット配信など馬の流通活性化の取
組。

１　中央競馬

21年度の中央競馬は、札幌、福島、新潟、中山、東
京、中京、京都、阪神及び小倉の９競馬場（改築中の
函館を除く）において、合計36回、288日開催された。
売得金は2兆5,901億円、入場人員は732万人となり、
前年比では売得金で5.8％の減少、入場人員で1.0％の
減少となった。
この結果、売得金総額の10％に相当する2,590億円
を第１国庫納付金として納付するとともに、21年度決
算により生じた利益剰余金の50％に相当する77億円を
第２国庫納付金として納付した。
中央競馬の馬主、調教師、騎手及び競走馬は、日本
中央競馬会が行う登録または免許を受けなければなら
ないが、22年１月１日現在では、馬主2,339名（うち

法人298、組合43、本邦外個人４）、調教師214名、騎
手157名、登録馬8,146頭となっており、またきゅう務
員等2,738名となっている。

２　地方競馬

21年度の地方競馬は、全国の18競馬場において16主
催者（道県２、指定市３、一部事務組合11）で合計
293回（特別競馬１回を含む。）、1,461日開催された。
売得金は合計3,634億円、入場人員は合計449万人と

なり、前年比では売得金は3.3％の減少、入場人員は
3.9％の減少となった。
この結果、地方公共団体の一般会計等への繰入はな

かった。なお、地方公共団体金融機構に対し、前年度
の売得金実績等に応じて合計8億円が納付された。
地方競馬の馬主、調教師、調教師補佐、騎手及び競

走馬は、地方競馬全国協会が行う登録又は免許を受
けなければならないが、22年３月31日現在では、馬主
5,314名（うち法人340、組合27）、調教師528名、調教
師補佐50名、騎手339名、登録馬12,863頭（平地11,895
頭、ばんえい968頭）となっており、また、22年４月
１日現在の認定きゅう務員は2,500名となっている。

第14節　�農業生産工程管理（GAP）
の推進

　
農業生産工程管理（GAP：Good　Agricultural　

Practice）とは、農業生産活動を行う上で必要な関係
法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、
農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及
び評価を行うことによる持続的な改善活動のことであ
る。
農業生産工程管理（GAP）については、全国で約1,600

産地（平成21年３月末時点）まで導入が拡大している
一方で、様々な取組内容のGAPが存在しており、そ
の共通基盤を整理することが課題となっている。また、
農産物の安全性向上のための科学的知見に基づき取り
組む視点、環境保全、労働安全のように幅広い分野を
対象として取り組む観点、消費者や実需者のニーズに
応える観点から、取組の高度化が課題となっている。
このような状況を踏まえ、産地における農業生産工

程管理（GAP）の取組の拡大と、取組内容の高度化
を図るため、「農業生産工程管理（GAP）の共通の基
盤づくりに関する検討会」を設置し、高度な取組内
容を含むGAPの共通基盤として「農業生産工程管理
（GAP）の共通基盤に関するガイドライン」の策定に
向けて検討を行った。（当該ガイドラインは、平成22
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年４月21日に策定）
また、農業生産工程管理（GAP）の導入に向け、
地域の条件に応じた産地実証の支援等を実施した。
（予算額
　先進的総合生産工程管理体制構築事業

633百万円
　食の安全・安心確保交付金

2,314百万円の内数）

第15節　地産地消の推進

地産地消は、地域の生産者と消費者の結びつきを強
め、食料自給率の向上につながるほか、高齢者や小規
模農家の所得機会をつくり出すなど、地域農業や関連
産業の活性化につながる重要な取組であり、その全国
的な推進を図っているところである。

１　地域における地産地消の実践的な計画の
策定

平成22年3月現在、市町村や農業者団体による地域
における地産地消の実践的な計画の策定数は943地域
となった。

２　農林水産省による取組

農林水産省では、直売所を中心とした地産地消の取
組を一層推進するとともに、学校給食法の改正（平成
21年４月施行）や企業の動きを受け、学校給食や企業
の社員食堂における地場産物の活用の促進を図るた
め、次の取組を行った。
⑴　地産地消の取組に必要な直売施設や農産物加工
施設の整備のほか、農業、給食、商工、観光等の関
係者が一丸となって地産地消に取り組む地域に対す
る支援を行った。また、高齢者や小規模農家が活躍
できる少量多品目の生産・流通体制づくりに対する
支援や直売所の機能強化のための機器整備等の支援
を行い、これらを通じて地域の取組を推進した。さ
らに、学校給食においては、平成21年度から22年度
までの緊急的な措置として、地場農畜産物の利用を
拡大する献立を実証する際の原材料費の助成を行っ
た。
（予算額
　未来志向型技術革新波及対策事業

38,426百万円の内数　
　強い農業づくり交付金

38,216百万円の内数　

　地産地消・直売機能強化等事業
補正予算額　511百万円　

　学校給食地場農畜産物利用拡大事業
補正予算額　3,774百万円）

⑵　地産地消活動に必要な人材の育成、ウェブサイト
における地産地消に関する情報提供、メールマガジ
ンの創刊のほか、直売所の経営改善・高度化のため
の実証分析、学校給食における地場産物の利用拡大
などをテーマにしたセミナーの開催等により全国的
な取組の推進を図った。
また、全国地産地消推進協議会の主催による「全
国地産地消推進フォーラム2010」を開催し、優良事
例の表彰と事例発表を実施した。
（予算額　地産地消推進活動支援事業　21百万円）
⑶　地球温暖化について考え行動する日であるクー
ル・アースデー（7月7日）を契機として、各地域で
地産地消を考える取組の展開を働きかけた。

⑷　各地域において地産地消に関する知見や経験を有
し、優れた活動の実現に活躍している「地産地消の
仕事人」の選定を行った。

⑸　関係省庁等と連携し、学校給食や企業の食堂にお
ける地場産物の利用拡大に向けた「地産地消給食等
メニューコンテスト」を実施し、学校給食・社員食
堂、外食・弁当などにおいて、地場産食材を安定的
に利用している優れたメニューを選定した。

第16節　協同農業普及事業

農業改良助長法（昭和23年法律第165号）に基づき、
農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用
的な知識を取得交換し、それを有効に応用することが
できるように、国と都道府県が協同して行う農業に関
する普及事業（協同農業普及事業）を実施した。

１　新たな「協同農業普及事業の運営に関す
る指針」の制定に向けた検討

農業改良助長法（昭和23年法律第165号）に基づき、
「協同農業普及事業の運営に関する指針」（おおむね５
年ごとに策定）について、新たな制定に向けて検討を
行った。（当該指針は平成22年４月９日に制定）

２　協同農業普及事業交付金

協同農業普及事業に係る経費の財源として、国から
都道府県に対し、協同農業普及事業交付金を交付した。

（予算額　3,597百万円）
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なお、協同農業普及事業交付金の交付対象となった
協同農業普及事業は以下のとおりであった。

⑴　普及指導員の設置
協同農業普及事業に従事する職員として、都道府県
に普及指導員を設置した。
普及指導員は、その大部分が普及指導センターに所
属し、一部は農業者研修教育施設（道府県農業大学校
等）、試験研究機関等に所属した。
普及指導員の任用については、国が実施する普及指
導員資格試験に合格した者及び無試験による任用とし
て、一定の学歴及び経験を有する者の中から行われた。
なお、普及指導員の設置数は7,341人（平成22年３
月31日現在）であった。

⑵　普及指導員の活動
農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農
村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導
を円滑に進める観点から、次のような活動を実施した。
ア　農業者に対する巡回指導及び相談
イ　試験研究機関等で開発された新技術等の実証ほの
設置又は普及指導活動の手法や成果を実証展示する
ための農業者等の設定
ウ　農業経営及び農村生活に関する情報の農業者等へ
の適時、適切な提供
エ　農業者を対象とした研修会や講習会の開催
オ　試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育
機関等と密接な連絡を保ちつつ、普及指導活動の充
実を図るための専門の事項又は普及指導活動の技術
及び方法についての調査研究

⑶　普及指導センターの運営
現地での活動を本務とする普及指導員の活動の拠点
並びに農業者等に対する情報提供及び相談の場とし
て、普及指導センターの運営を行った。
なお、普及指導センター数は373（平成22年３月31
日現在）であった。
また、普及指導センターにおいて、総合的かつ計画
的な普及指導活動を行うため、普及指導員相互の緊密
な連絡の下に、普及指導員の事務分担や活動体制の決
定、普及指導計画の策定を行うとともに、普及指導セ
ンターを拠点とした普及指導活動の効率的・効果的な
推進を図るため、次のような事業を実施した。
ア　農業に関する高度な分析・診断機材、視聴覚機材、
農業者に対する情報の提供に必要な機材等の整備
イ　農業者に対して、農業技術や農業経営等に関する
有益な情報の整理・提供
ウ　普及指導員の現地活動等に使用する巡回指導用車
両の整備

エ　普及指導センター又は市町村を単位として、農
業者、市町村、農業協同組合等関係機関・団体の職
員及び普及指導協力委員を構成員とする地域農業改
良普及推進協議会等の開催、普及指導活動に関する
ニーズ及び普及指導活動に対する評価の把握、関係
機関・団体との役割分担についての協議等の実施

オ　普及指導員の産前産後の休暇・育児休業中にその
普及指導活動を代替して行う職員の設置

カ　新規就農に向けた啓発及び相談を行うための交流
会・研修会等の開催及び就農相談員の設置

キ　普及指導活動に関する課題の収集、地域の技術及
び知識の周辺農業者への情報提供等を行う普及情報
協力者の設置

⑷　普及指導協力委員の活動
専門的な技術等についての農業者からの多様なニー

ズに応えるため、農業又は農産物の加工若しくは販売
の事業その他農業に関連する事業について識見を有す
る者、例えば新技術の実践、農村青少年の育成等地域
において先導的な役割を担う農業者等を、都道府県が
普及指導協力委員として委嘱し、これらの者が普及指
導員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資する
ための活動を実施した。

⑸　普及指導員の研修
近年の農業分野における技術革新及び農業者の高度

かつ多様なニーズに対応し、的確な普及指導活動を推
進し得るよう、普及指導員の資質の向上を図ることを
目的とし、次のような研修を実施（国が実施する研修
への派遣を含む。）するとともに、このために必要な
研修用機材を当該研修を実施する施設に整備した。
ア　県段階における研修

協同農業普及事業を進める上で都道府県域にお
いて取り組むべき課題等に関する研修、現場段階
の実践的な研修、普及指導活動経験の浅い新任の
普及指導員等に対するOJT等の研修

イ　国段階における研修
普及指導員の資質の全国的な高度化、全国的に普
及すべき技術や広域的に連携して取り組む必要があ
る課題等国段階で統一的に行うことが効果的な研修
や、都道府県段階では対応が困難な課題等に関する
研修

⑹　農村青少年団体の指導者の育成
農村青少年団体の優れた指導者の育成に資する観点

から、農村青少年の研修教育等に励みと目標を与える
とともに、農業者としての意欲を喚起し、その自主的
活動の助長を図るため、優れた農村青少年を「青年農
業士」として認定した。また、研究会の開催、青年農
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業士による先進地調査等を行った。
⑺　農業者研修教育施設の運営

次代の農業及び農村を担う優れた青年農業者等を育
成することを目的として、農業者研修教育施設（道府
県農業大学校等）において、高校卒業生等を対象に長
期の研修教育を行う養成課程、県の農業及び農村の実
情に応じ、養成課程の卒業者を対象に、より高度な研
修教育を行う研究課程及び新規就農希望者や農業者等
を対象に、農業技術や経営管理手法を習得するための
短期研修を行う研修課程の各教育課程で農業者研修教
育を実施した。
また、これらのために必要な機材等の整備を行った。
さらに、指導職員の指導能力の向上に資するための新
任者研修を実施した。

３　協同農業普及事業の効率的・効果的な推
進

協同農業普及事業交付金による事業とあいまって、
普及の技術水準の高度化等を図るとともに、農業情勢
の変化等に的確かつ弾力的に対応するため、次の事業
を実施した。

⑴　農薬飛散防止普及活動緊急支援
平成18年5月の残留農薬基準のポジティブリスト制
の導入に伴い、生産現場における農薬飛散低減対策の
徹底を図るため、普及指導センターが、関係機関と連
携して、農薬飛散低減技術の実証・普及活動を実施し
た。
（予算額　強い農業づくり交付金　38,216百万円の内数）

⑵　新技術活用優良農地利用高度化支援
遊休農地を解消し、優良農地の確保を図るため、普
及指導センターが、遊休農地の解消と併せ、地域にあっ
た新技術の導入による農地の効率的利用や集積された
農地の一体的利用のための普及活動を実施した。さら
に、農業参入法人への農業技術や経営についての指導
を実施した。
（予算額　強い農業づくり交付金　38,216百万円の内数）

⑶　新技術活用農地利用高度化特別事業
遊休農地を解消し、優良農地の確保を図るため、遊
休農地解消データベースの構築による情報の収集提供
を行うとともに、遊休農地解消に関する技術情報の提
供や情報交換会の開催を通じた普及組織の遊休農地解
消に向けた取り組みを支援した。　

（予算額　17百万円）
⑷　若者・女性就農チャレンジ支援

若者・女性の新規就農者の就農定着に向け、普及指

導センターが、市町村、農協等と連携し、技術、知識
の習熟度に応じたきめ細やかな指導や各種研修会等を
実施した。
（予算額　強い農業づくり交付金　38,216百万円の内数）
⑸　産学官連携経営革新技術普及強化促進事業
革新技術の導入による担い手の経営発展を図るた

め、普及組織を中核とした産学官連携プロジェクトに
よる生産現場での新技術の確立から、総合的な技術普
及までの一貫した取組を支援した。

（予算額　195百万円）
⑹　現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業
篤農家等が農業現場で生み出した特色ある技術を現

場創造型技術として確立し、若手農業者への継承やそ
の効果的な活用により地域活性化を図る取組を支援し
た。
	 （予算額　45百万円）

⑺　革新的農業技術習得支援事業委託
農政課題解決の重要な手段である試験研究機関等で

開発された革新的技術に関する知識や技術について、
生産現場への普及を担う普及指導員にいち早く習得さ
せるため、（独）農業・食品産業技術総合研究機構等
に委託して研修を実施し、普及指導員の資質向上を
図った。

（予算額　18百万円）
⑻　普及活動情報基盤整備事業

最新の技術・経営に関する情報を普及指導センター
に迅速に提供し、効率的な普及活動を支援するため、
普及情報ネットワークを通じた、情報の収集・提供、
データベースの活用及びその運営体制の整備・改良等
を実施するとともに、普及指導員等が県を越えて連携
するシステムを構築した。
また、マーケティングに関するe-ラーニング教材を

開発した。
（予算額　94百万円）

⑼　担い手アクションサポート事業のうち集中的な技
術・営農支援
担い手の育成・確保の加速化を図るため、担い手育

成総合支援協議会に対し助成し、詳細な営農分析や先
進技術、新規作物の導入等について、技術・営農支援
を集中的に実施した。
（予算額　担い手アクションサポート事業　3,006百万円

の内数）




