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この年報を利用される方に

 1 　期　　間

本書は、基本的に平成21年（2009年）４月１日から平成22年（2010年）３月31日

までの農林水産行政の各分野において講じた施策等について記したものである。

 2 　構　　成

本書は、第１編「総論」と第２編「各論」から構成されている。

⑴　第１編は、農林水産行政全般を概観したもので、農業、林業、水産業に分け

てその動向と背景、講じた施策及び行政機構と予算措置について総括的に解説

している。

⑵　第２編は、局庁ごと（第 12 章まで）に分けてその所管する分野について、各

分野の動向と講じた施策等を詳細に解説している。

⑶　巻末に付録として農政日誌を収録し、年度間の動きを時系列で把握し得るよ

う編集している。

なお、幹部職員名簿及び農林水産省組織図は同じく巻末に掲げたとおりであ

る。
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第１章　平成21年度農林水産行政の概観 －3－

第１節　農　　業

１　施策の背景

農林水産業と農山漁村は、食料の安定供給はもとよ
り、国土や自然環境の保全、地域における雇用機会の
創出、文化・教育の場の提供等、国民生活において重
要な役割を担っている。しかし、我が国の農業をめぐ
る環境は、生産額の減少、就業者の高齢者割合の増加、
農地の荒廃など厳しい状況にある。また、事故米穀の
不正規流通問題の発生により、消費者の「食」に対す
る信頼が低下する事態となっている。

このような状況を踏まえ、農業・農村の活性化を図
るため、戸別所得補償制度をはじめとした新たな農政
へと抜本的な見直しを行うこととし、食料・農業・農
村に関する各種施策の基本となる「食料・農業・農村
基本計画」の見直しに向けて、国民の意見を聞きなが
ら、今後の農政の展開方向を検討した。

２　講じた施策の重点

⑴　新たな食料・農業・農村基本計画の策定
ア　新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定に向

けた議論
平成21年１月、「食料・農業・農村基本計画」の

変更について、食料・農業・農村政策審議会に諮問
がなされ、以降、平成22年３月の答申に向けて、同
審議会企画部会において活発な議論が行われた。毎
回の企画部会の議論に当たっては、国民の意見を反
映させるため、広く国民から意見募集を行ったほか、
平成22年１月からは、基本計画の策定に向けた国民
的な議論を喚起するため、全国９か所で公開討論会
を開催した。このような議論を経て、新たな「食料・
農業・農村基本計画」は、平成22年３月30日に閣議
決定された。

イ　新たな「食料・農業・農村基本計画」
新たな基本計画においては、食料・農業・農村政

策を日本の国家戦略として位置付け、10年後の食料
自給率目標を初めて50％に設定するとともに、戸別

所得補償制度の本格導入や農業・農村の6次産業化
の推進、食品供給行程での安全性管理の取組強化に
重点を置いて、「国民全体で農業・農村を支える社
会の創造」を理念として明記した。

⑵　食料の安定供給の確保
ア　食の安全と消費者の信頼確保

食品の安全に対する不安に対応するためには、「後
始末より未然防止」の考え方を基本として、国産農
林水産物や食品の安全性を向上させることが重要で
ある。そこで、農業生産工程管理（GAP）、や危害
分析・重要管理点（HACCP）手法の導入を支援した。

また、事故米穀の不正規流通問題への対応として、
米穀及び加工品・調整品についてトレーサビリティ
を導入し、必要な時にその流通経路を迅速に解明で
きるようにするとともに、米を原料とした商品につ
いて原料米原産地情報伝達を義務付ける「米穀等の
取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す
る法律（米トレーサビリティ法）」が平成21年４月
に成立した。

さらに、飲食料品の原産地等についての悪質な偽
装表示事件が多数発生している状況にかんがみ、原
産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した
者への罰則を設ける等の措置を講ずるための「農林
物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

（JAS法）の一部を改正する法律」が同４月に成立
した。

イ　食料自給率の向上に向けた取組
食料自給率の向上を一層強力に推進するため、平

成21年４月１日、大臣官房食料安全保障課に「食料
自給率向上対策室」を設置した。

また、食料自給率向上のための国民運動（「フード・
アクション・ニッポン」）による国産農産物の消費
拡大に向けた取組を引き続き進めるとともに、米粉
の認知拡大を図り、消費量の増大及び食料自給率向
上につなげることを目的に「米粉倶楽部」を立ち上
げた。

ウ　国際交渉への対応
鉉　WTO交渉における取組

平成21年11月のWTO公式閣僚会議等におい

第１章　平成21年度農林水産行政の概観



第１章　平成21年度農林水産行政の概観－4－

て、平成22年中のドーハ・ラウンド妥結に向けて、
関係国が積極的に取り組んでいくことが確認され
た。「多様な農業の共存」を基本理念とし、重要
品目の十分な数とその柔軟な取扱いの確保、上限
関税の不適用、関税割当の新設を最重要項目とし
て交渉に臨んだ。
鉤　EPA/FTA交渉における取組

近年、WTO加盟国が増加する中で、各国間の
意見調整に時間を要するようになり、貿易自由化
の遅れが懸念されている。このような状況を背景
として、各国が特定の国・地域間で関税撤廃等を
行うEPA/FTAを貿易促進の手段として活用する
動きが広がっている。　　

EPA/FTA交渉については、我が国の食の安全・
安定供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の
振興などを損なうことは行わないという基本的な
姿勢を堅持しながら、政府一体となって戦略的に
交渉に取り組んだ。この結果、スイスとのEPA
が平成21年９月に、ベトナムとのEPAが10月に、
それぞれ発効した。

⑶　農業の持続的な発展
ア　戸別所得補償制度の導入
鉉　戸別所得補償制度推進本部の設置

食料自給率の向上を図るとともに、農業と地域
を再生させ、農山漁村に暮らす人々が将来に向け
て明るい展望を持って生きていける環境をつくり
上げていくため、戸別所得補償制度を導入するこ
ととした。

このため、平成21年10月１日に、農林水産大臣
を本部長とする「戸別所得補償制度推進本部」を
設置し、22年度予算概算決定に向けて同本部を４
回開催し、制度の具体化に向けた検討を実施した。

12月には、水田農業の経営安定を図るために、
恒常的に赤字に陥っている米に対して所得を補償
する「米戸別所得補償モデル事業」及び自給率向
上のために、水田を有効活用して麦、大豆、米粉
用米、飼料用米などの需要に応じた生産拡大を促
す「水田利活用自給力向上事業」を柱とする合計
5,618億円の22年度予算概算決定が行われた。
鉤　生産調整政策の見直し

戸別所得補償制度の創設に当たり、米の生産調
整政策についても、需給調整を生産調整に参加し
ない農家に対するペナルティ的な扱いを行う形か
ら、生産調整に参加することのメリット措置によ
り実効を期する形へと大幅な見直しを行うことと
なった。

イ　農山漁村の６次産業化
我が国の農山漁村を再生するため、「農林漁業の6

次産業化」を推進し、農林水産業・農山漁村の「地
域資源」を活用する事業など新たなビジネスに生産
者が取り組むことを後押しした。

また、農山漁村の６次産業化を一層推進すること
を目指した「農林漁業者等による農林漁業の六次産
業化の促進に関する法律案」が平成22年３月に閣議
決定され、国会に提出された。

ウ　農地法等の一部改正
食料自給率を向上させるためにも確保することが

不可欠な農地については、住宅・道路用地等への転
用や耕作放棄地の増加等により面積や利用率が減少
するなど課題が山積しており、優良農地の確保や農
地の利用促進に向け抜本的な制度改正が待たれる状
況であった。

これらの問題を解決するため、「農地法等の一部
を改正する法律案」が平成21年２月に国会に提出さ
れ、６月に公布された。

この改正により、農地の権利取得に係る許可要件
の見直し、農地転用規制の厳格化、遊休農地対策の
強化、農地の面的集積の推進、優良農地の確保を図
る仕組みの充実が図られた。

エ　輸出促進
平成29年までに輸出額を１兆円水準にするという

政府目標の達成に向け、平成21年６月に「農林水産
物等輸出促進全国協議会総会」が開催された。そし
て、同総会において了承を得た「我が国農林水産物・
食品の総合的な輸出戦略」に沿って、輸出環境の整
備、品目、国・地域別の戦略的な輸出対策、意欲あ
る農林漁業者等に対する支援、日本食・日本食材等
の海外における需要開拓の取組を進めた。

オ　バイオマス利活用の推進
平成21年６月に公布され、９月に施行された「バ

イオマス活用推進基本法」に基づき、バイオマス活
用推進会議やバイオマス活用推進専門家会議におい
て、バイオマス活用推進基本計画策定に向けた検討
を進めた。また、バイオ燃料生産拡大、バイオマス
タウン等を推進した。

⑷　農 村 の 振 興
ア　農山漁村における雇用創出への取組

農林漁業への雇用拡大を効率的かつ効果的に進め
るため、農林漁業の新規就業相談窓口とハローワー
クの連携強化を図るとともに、内閣総理大臣を本部
長とする緊急雇用対策本部で取りまとめられた緊急
雇用対策に則し、厚生労働省の基金訓練等の農林水
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産分野での活用について、Q&Aを作成し、都道府
県や関係団体を通じ、周知を行った。

イ　都市と農山漁村の交流の促進
「オーライ！ニッポン」（都市と農山漁村の共生・

対流推進会議）等で見出された優良事例について、
シンポジウムの開催等を通じ広く国民に向けた情報
発信を行うとともに、ネットワーク化を進めること
により、全国的な取組への発展を図った。さらに、

「農林漁家民宿おかあさん100選」を選定し、これを
紹介することにより、都市と農山漁村の交流を促進
した。

ウ　中山間地域等の振興
傾斜地が多く、まとまった農地が少ないなどの制

約があり、規模拡大が困難な上、定住条件の整備が
立ち遅れる中山間地域において、基幹産業である農
業の振興を図るとともに、多様な就業機会の確保、
更には都市地域に比べて立ち遅れている生活環境の
整備を進めた。

特に、中山間地域等における耕作放棄の発生を防
止し多面的機能を確保する観点から、中山間地域等
直接支払制度を実施した。

エ　鳥獣害対策の推進
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、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
進した。

３　財　政　措　置

以上の重点施策を始めとする施策の総合的な推進を
図るため、必要な予算等の確保・充実に努め、平成21
年度農業関係予算一般会計予算額は、総額2兆2,109億
円となった。

また、平成21年度の農林水産省関係の財政投融資
計画額は2,036億円となった。このうち主要なものは、
株式会社日本政策金融公庫（農林水産業者向け業務）
への計画額1,805億円となっている。

４　税制上の措置

重点施策をはじめとする施策の総合的な推進を図る
ため、以下をはじめとする税制措置を講じた。

⑴　国内農業の体質強化
ア　農地制度の見直しに伴い、農地に係る税制も見直

し。特に、農地に係る相続税の納税猶予制度につい
ては、農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けら
れた一般農地を適用対象とするなどの見直し（複数
税目）

イ　農業経営基盤強化準備金制度の延長等（所得税・
法人税）

ウ　保全事業等資産の特別償却制度を適用期限の到来
をもって廃止し、所要の経過措置を講ずる一方、特
定地域における工業用機械等の特別償却制度の対象
地域に山村振興法の振興山村を追加（所得税・法人
税）

エ　農林漁業用軽油の免税措置の存続（軽油引取税）
⑵　食品産業の競争力強化

ア　米粉用米、飼料用米の需要の拡大を促進するため
新用途米穀加工品等製造設備の取得等をした場合の
特別償却制度の創設（所得税・法人税）

イ　特定農産加工法に基づき事業基盤強化設備（果汁
製造設備・乳製品製造設備等）を取得した場合の特
別償却等の延長（所得税・法人税）

５　農 業 金 融

制度金融については、日本政策金融公庫融資制度に
ついて、認定農業者が新たな雇用に結びつく経営改善
のために借り入れたスーパーＬ資金や経営診断を受け
た認定農業者等が借り入れた農林漁業セーフティネッ
ト資金について、金利負担軽減措置の創設等を講じた。

また、農業近代化資金制度についても、スーパーＬ
資金と同様の金利負担軽減措置の創設等を講じた。

６　立 法 措 置

第171回国会（通常国会）において、
・「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」
・「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の

伝達に関する法律」
・「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一

部を改正する法律」
・「農地法等の一部を改正する法律」
・「漁業災害補償法の一部を改正する法律」
・「特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正

する法律」
等が成立した。
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第２節　林　　　　業

１　施 策 の 背 景

　我が国の森林のうち、約1,000万haは戦後を中心と
して造成されたスギ・ヒノキ等の人工林である。これ
らの人工林は、造林・保育による資源の造成期から間
伐や主伐による資源の利用期に移行する段階にあり、
資源の循環利用を通じて持続的な森林経営を確立して
いくことが必要となっている。
　このような中、平成20年秋以降、我が国の経済が急
速に悪化した。景気は、平成21年後半以降、徐々に持
ち直したが、失業率が高水準で推移するなど依然とし
て厳しい状況にある。
　このため、政府は、「緊急経済対策」や「新成長戦略」
により、景気の回復、雇用の創造等に取り組んでおり、
この中で、森林・林業を農林水産・環境分野における
成長産業の一つとして大きく位置付けている。
　これを受け、農林水産省は、平成21年12月、我が国
の森林・林業を再生していく指針となる「森林・林業
再生プラン」を策定し、効率的かつ安定的な林業経営
の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供給と利
用に必要な体制を構築していくこととした。現場レベ
ルにおいても、林内路網の配置、先進的な林業機械の
導入、人材の育成等を一体的に計画・実施する実践的
な取組が始まっている。
　さらに、木材の利用面では、庁舎や学校・図書館な
どの公共建築物への木材利用の拡大や木質バイオマス
の利用促進等の取組も進められている。

２　講じた施策の重点

⑴　地球温暖化の防止等の森林のもつ多面的機能の持
続的な発揮に向けた整備と保全

重視すべき機能に応じた多様で健全な森林づくりを
進め、併せて森林施業に不可欠な路網整備を計画的に
推進した。特に健全な森林の育成に必要な間伐の条件
整備や間伐材の利用促進を図りつつ推進した。
　また、森林の現況等に応じた治山施設の設置等や保
安林の適切な管理、森林被害に対する防除対策を推進
した。
　さらに、森林の整備・保全を社会全体で支えるとい
う国民の理解と協力のもと「美しい森

も り

林づくり推進国
民運動」の展開を図り、各種施策を推進するとともに、
森林吸収量の算定等に向けたデータの収集・分析等を
行った。

⑵　林業の持続的かつ健全な発展と山村の活性化
効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者を育成

し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林
業構造を確立するため、意欲ある林家や森林組合等の
林業事業体を、経営規模の拡大支援、競争力ある木材
産地形成のための施設整備等により育成した。

また、「緑の雇用担い手対策事業」等により、林業
就業者を確保・育成した。

地域の森林資源等を活かした新たな産業の創出や森
林と居住環境基盤の総合的な整備等、魅力ある山村づ
くりを支援した。

また、山村地域の貴重な収入源である特用林産物に
ついて、生産・供給体制の整備とともに、安全性の情
報提供等を行い需要の拡大を図った。
⑶　林産物の供給及び利用の確保による国産材競争力

の向上
施業の集約化、製材工場の大型化等を進め、品質・

性能の確かな製品を安定的に供給する生産・流通・加
工体制のモデル的な構築を図るとともに、林産物利用
の意義に関する国民への情報提供と普及、木質バイオ
マス等未利用資源の新規需要の開拓、住宅や公共施設
等への地域材利用の拡大を促進した。
⑷　森林・林業・木材産業に関する研究・技術開発と

普及
森林の機能、地球温暖化対策、木質資源の有効利用

等に係る試験研究及び花粉症対策に有効な林木新品種
の開発等を実施した。
⑸　国有林野の適切かつ効率的な管理経営の推進
公益的機能の維持増進を旨とする管理運営を推進す

るとともに、事業運営の効率化を図る中で、開かれた
「国民の森林」の実現に向けて取り組んだ。
⑹　持続可能な森林経営の実現に向けた国際的取組の

推進
世界における持続可能な森林経営のための国際協

力、地球温暖化問題への対応や適切な木材貿易の推進
に取り組んだ。

３　財　政　措　置

⑴　財　政　措　置
以上の重点施策をはじめとする諸施策を実施するた

め、林業関係の予算、国有林野事業特別会計予算及び
森林保険特別会計予算の確保に努めた（表１）。
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表１　林業関係の一般会計等の予算額
	 （単位：百万円）
　　区　　　　分	 21　年　度
林業関係の一般会計予算額	 613,062
　治山事業の推進	 127,638
　森林整備事業の推進	 228,779
　災害復旧等	 14,923
　保安林等整備管理	 553
　森林計画	 1,050
　森林の整備・保全	 5,179
　林業・木材産業等振興対策	 20,427
　森林整備・林業等振興対策	 137,066
　林業試験研究及び林業普及指導	 11,095
　森林病害虫等防除	 942
　林業金融	 8,289
　国際林業協力	 320
　森林整備地域活動支援対策	 8,562
　その他	 55,876
国有林野事業特別会計予算額	 487,490
森林国営保険事業・歳出	 5,014
注：１）予算額は補正後のものである。
　　２）	一般会計には、内閣府及び国土交通省計上の予算

を含む。
　　３）	総額と内訳の計が一致しないのは，四捨五入によ

る。

⑵　森林・山村に係る地方財政措置
森林・山村に係る地方財政措置として「森林・山村

対策」及び「国土保全対策」等を実施した。
森林・山村対策としては、①公有林等における間伐

等の促進に要する経費、②国が実施する「森林整備地
域活動支援交付金」と連携した、「森林情報の収集活
動及び境界の明確化等」の活動に対する経費、③国が
実施する「緑の雇用担い手対策事業」と連携した林業
の担い手確保に必要な実地研修及び新規就業者定着の
ための福利厚生等への支援、④民有林における長伐期
・複層林化と林業公社がこれを行う場合の経営の安定
化の推進、⑤地域材利用のための普及啓発及び木質バ
イオマスエネルギー利用促進対策等に要する経費に対
して地方交付税措置を講じるとともに、⑥ふるさと林
道緊急整備事業に要する経費に対して地方債措置及び
地方交付税措置を講じた。⑦森林の公益的機能を維持
増進させるための取組を行う林業公社への利子補給及
び無利子貸付に係る利子負担分に対する特別交付税措
置について、措置率の引上げ（措置率２割、上限２億
円→措置率５割、上限５億円）を行うとともに、都道
府県が林業公社の債務を引き受けた場合についても、
当該債務に係る利子相当額を特別交付税措置の対象と
した。

このほか、⑧民有林の公的整備に対する特別交付税
について、都道府県負担分を対象（措置率５割）とす
るほか、市町村負担分についても措置率を拡充する（７

割→８割）などの措置を講じた。
国土保全対策としては、①ソフト事業として、Ｕ・

Ｉターン受入れ対策、森林管理対策等に必要な経費に
対する普通交付税措置、②上流域の水源維持等のため
の事業に必要な経費を下流の団体が負担した場合の特
別交付税措置、③新規就業者や林業後継者の定住化の
ための貸付用住宅の取得・整備、農山村の景観保全施
設の整備等に要する経費の地方債措置を講じた。

４　立　法　措　置

公共建築物等における木材の利用を促進するため、
第174回通常国会に「公共建築物等における木材の利
用の促進に関する法律案」を提出した。

５　税制及び金融措置

重点施策をはじめとする施策の総合的な推進を図る
ため、以下をはじめとする所要の税制及び金融措置を
講じた。

⑴　国　税
ア　所得税については、
鉉　住宅ローン減税の適用期限を５年延長するとと

もに、制度を大幅に拡充した。
鉤　山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を

２年延長した。
イ　法人税については、
鉉　植林費の損金算入の特例措置の対象植林費を見

直した上で、その適用期限を２年延長した。
鉤　森林組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限

を２年延長した。
ウ　所得税及び法人税に共通するものとしては、エネ

ルギー需給構造改革推進設備等（木質バイオマス発
電装置、木質バイオマス熱電併給型木材乾燥装置、
木質バイオマス利用加温装置）について、２年間、
即時償却を可能とする措置を講じるとともに、エネ
ルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を
２年延長した。

エ　登録免許税については、独立行政法人農林漁業
信用基金が債権を担保するために受ける抵当権の設
定登記等の税率の軽減措置の適用期限を２年延長し
た。

⑵　地方税
ア　不動産取得税については、「入会林野等に係る権

利関係の近代化の助長に関する法律」に基づき入会
権者等が取得する土地に対する減額措置の適用期限
を２年延長した。

イ　林業者等に対する軽油引取税の課税免除措置につ
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いては、３年間の措置とした上、存続した。
ウ　個人住民税については、所得税の住宅ローン控除

制度において所得税から控除し切れない額を税額控
除する制度を創設した。

⑶　金　融
林業・木材産業改善資金の貸付け等を行う都道府県

に対し貸付けに用いる資金の造成に必要な経費を助成
したほか、木材産業等高度化推進資金により、木材の
生産及び流通を合理化し、木材の供給の円滑化を図る
ための資金等を低利で融通するなどの措置を講じた。

第３節　水　　産　　業

１　施策の背景

古来より水産物は、我が国国民の重要な食料であり、
食の多様化が進む現在においても、その消費量は、他
の国と比較して高い水準にある。

また、地域ごとに特色のある水産物消費のあり方は、
我が国の伝統行事や食文化とも強く結びついており、
水産業や漁村は、人の「いのち」を支える食料として
の水産物を安定的に供給するとともに、豊かで安心で
きる国民生活の基盤を支えるといった多面的な機能を
有している。

しかしながら、我が国の水産業は、資源状況の低迷、
漁業生産量の低下、漁業者の減少・高齢化や漁船の老
朽化による漁業生産構造の脆弱化、生産資材コストの
増加などにより、大変厳しい状況に置かれている。

こうした中、力強い水産業を確立するため、低位水
準にある水産資源の回復・管理の推進、我が国漁業の
将来を担う経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構
造の確立、水産物の消費者への直接販売などを通じた
産地の販売力の強化などの加工・流通・消費施策等に
取り組んでいる。

今後とも、「水産基本法」に基づき策定した「水産
基本計画」に従い、国民の参加と合意を得つつ、水産
施策を総合的かつ計画的に推進する。

２　講じた施策の重点

平成19年３月に策定された水産基本計画に基づき、
水産資源の回復・管理を推進するとともに、将来にわ
たって持続可能な力強い水産業の確立を図るため⑴低
位水準にとどまっている水産資源の回復・管理の推進、
⑵国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある漁
業就業構造の確立、⑶水産物の安定供給を図るための
加工・流通・消費施策の展開、⑷水産業の未来を切り

拓く新技術の開発及び普及、⑸漁港・漁場・漁村の総
合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮、⑹水産
関係団体の再編整備を総合的かつ計画的に推進した。
⑴　低位水準にとどまっている水産資源の回復・管理

の推進
水産資源に関する調査及び研究に関して、①資源評

価・予測の精度の向上、②地球環境変動の水産資源へ
の影響の解明、③資源情報の積極的な提供を図った。

我が国の排他的経済水域等における資源管理に関し
て、①漁業管理制度の的確な運用と資源の合理的利用
の促進、②資源回復計画の一層の推進、③密漁等の違
反防止対策の強化と漁業調整の円滑な推進を図った。

公海域を含む国際的な資源管理に関して、①周辺国・
地域との連携・協力の強化と適切な漁業関係の構築、
②地域漁業管理機関を活用した資源管理の推進、③責
任ある漁業国としての適正な操業の実践を図った。

海外漁場の維持・開発と国際協力の推進に関して、
①新漁場開発調査の実施と二国間・多国間協定に基づ
く操業の確保、②資源管理の取組に重点を置いた海外
漁業協力の展開を図った。

海面・内水面を通じた水産動植物の生育環境の改善
と増養殖に関して、①森・川・海を通じた環境保全の
推進、②外来魚・カワウ、大型クラゲ等の野生生物に
よる漁業被害の防止対策の推進、③環境・生態系と調
和した増殖の推進、④水産防疫体制度の点検や強化の
検討等による持続的な養殖生産の推進を図った。
⑵　国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある

漁業就業構造の確立
国際競争力のある経営体の育成・確保に関して、①

収益性重視の操業・生産体制の導入や省エネ・省人型
の代船や省力型の機器の取得等の支援によって経営転
換を促進する漁業構造改革対策等による漁業経営の体
質強化、②収入の変動による漁業経営への影響を緩和
する経営安定対策の導入、③融資・信用保証等の経営
支援施策の充実を図った。

漁業生産資材の生産・流通・利用の合理化に関して、
①燃油消費量削減又は生産性向上を進める取組に必要
な機器の取得に対する支援、②漁協系統、資材メーカー
をはじめとする関係者による生産・流通の合理化に向
けた取組と漁業者による生産現場での効率的な利用に
向けた取組を推進した。

漁業保険制度の適切な運用に関して、①漁業共済制
度の収支の健全化、②漁船保険事業の適切な運用等を
図った。

活力ある漁業就業構造の確立に関して、①就業希望
者に対する就業情報の提供、漁業就業相談会の開催、
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漁業現場での長期研修の実施等による新規就業・新規
参入による雇用創出、②漁業の技術及び経営管理能力
の向上、③漁業の労働環境の改善、④水産に関する教
育の充実、⑤女性の参画や高齢者の活動の促進を図っ
た。
⑶　水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費

施策の展開
産地の販売力強化と流通の効率化・高度化に関して、

①電子商取引による機能的な統合を含む産地市場の統
廃合や高度な衛生管理に対応した流通施設の重点的整
備等による市場を核とした流通拠点の整備、②前浜と
消費者をつなぐ多様な流通経路の構築、③水産物流通
の効率化・高度化、④水産物の需給及び価格の安定の
ための水産物の調整保管の適切な実施を推進した。

水産加工による付加価値の向上に関して、消費者
ニーズに即した新製品の開発、近年需要が伸びている
分野への販路の開拓、中食産業・外食産業等の他産業
との連携を促進し、水産加工品の新たな需要の創出等
を図った。

小売部門の強化に関して、魚介類の名称の店頭表示
に関するルールや具体例を示したガイドラインについ
て、引き続き関係者への周知等を行った。

水産物の適切な輸入の確保と輸出戦略の積極的な展
開に関して、①水産物の輸入の確保、②HACCP手法
の導入を始めとする衛生管理体制の強化や養殖魚及び
EU向け水産物の輸出実行プランの策定等の水産の輸
出戦略の積極的な展開を図った。

消費者との信頼のネットワークの構築を通じた水産
物消費の拡大と食育の推進に関して、①漁船及び養殖
場を対象とした品質管理ガイドライン、小規模加工業
者を対象とした品目管理ガイドラインの策定等による
水産物の安全及び消費者の信頼の確保、②消費者への
情報提供の充実、③食育の推進を図った。
⑷　水産業の未来を切り拓く新技術の開発及び普及
現場のニーズに対応する新技術の開発及び普及に関

して、省エネルギー技術の開発・実証・普及及びクロ
マグロの人工種苗生産技術の開発等を推進した。

バイオマス資源の利活用の促進に関して、バイオエ
タノールの生産、未利用水産資源を利活用する技術の
開発等を推進した。

知的財産の創造・保護・活用に関して、産地販売力
を強化する方策として取り組む水産物のブランド化等
を支援した。
⑸　漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の

多面的機能の発揮
力強い産地づくりのための漁港・漁場の一体的な整

備に関して、①国が漁場整備を行うフロンティア漁場
整備事業の実施等による我が国周辺水域の資源生産力
の向上、②国際競争力強化と力強い産地づくりを図る
ための水産物供給基盤の整備を推進した。

安全で活力のある漁村づくりに関して、①災害に強
い漁業地域づくりガイドラインの普及や減災計画策定
マニュアルの作成等による防災・減災力の強化、②社
会生活基盤の整備の推進等による生活環境の向上、③
地域資源を活かした漁村づくり及び都市と漁村の共
生・対流の促進を図った。

漁業と海洋性レクリエーションとの調和がとれた海
面利用の促進に関して、プレジャーボート等の収容施
設の整備等を推進した。

水産業・漁村の有する多面的機能の発揮に関して、
①離島漁業の再生を通じた多面的機能の発揮、②環境・
生態系保全活動の促進を図った。

⑹　水産関係団体の再編整備
漁業協同組合系統の経営・事業の改革に関して、経

営不振に陥っている漁協の経営改善計画の早急な策
定・実施等による経営・事業改革等を促進した。

その他水産関係団体の再編整備に関して、水産に関
する団体についてその位置付け・役割を見直した。

３　財　政　措　置

水産関係予算の主な内訳は、次のとおりである。
（単位：百万円）

注：１）	一般会計予算には、内閣府、国土交通省計上の水
産関係予算を含む。

　　２）予算額は補正後予算額である。

項　　　　目 平成21年度
一般会計合計 312,532
非公共（計） 149,197
公共（計）
一般公共
　　水産基盤整備
　　漁港海岸
　災害復旧

163,335
159,898
149,307
10,591
3,437





第２章　行　政　機　構 －11－

第２章　行　政　機　構

１　総　　　論

平成21年度の定員及び機構については、時代の要請
に即応して行政の役割を見直すとともに、簡素で効率
的な政府の実現を図るとの基本的考え方に立ち、「簡
素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」（平成18年法律第47号）等を踏まえ、行
政組織の減量・効率化の一層の推進を図るため、従来
にも増して厳選した要求が行われた。特に、定員につ
いては、「国の行政機関の定員の純減について」（平成
18年6月30日閣議決定）等を踏まえ、地方支分部局の
業務及びIT化に係る業務についての見直しに積極的
に取り組むとともに、行政需要の変化に対応した定員
の再配置を進めつつ、純減を確保することとされた。

すべての独立行政法人について、「基本方針2008」
に基づき、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年
12月24日閣議決定）において取り組むこととされた事
項を着実に実施することとし、確実に要求・要望に反
映するとともに、同計画上、平成20年以降に結論を得
ることとされている事項についても、無駄を徹底して
排除すべく早急に検討し、その結果を要求・要望に可
能な限り反映させることとされた。

また、各独立行政法人において、「独立行政法人整
理合理化計画」に基づき、随意契約の見直しを行うと
ともに、独立行政法人等の総人件費について平成18年
度以降の5年間で100分の5以上（年平均100分の1以上）
の削減を基本とする改革等に引き続き取り組むほか、
独立行政法人が公益法人に造成した基金について、「補
助金等の交付により造成した基金等に関する基準」（平
成18年8月15日閣議決定）に沿った見直しを行い、こ
れらを踏まえ、運営費交付金等の財政支出を抑制する
こととされた。

２　機　構　等

⑴　農林水産省設置法の一部改正
ア　消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律（平成21年法律第49号）
第4条による改正（平成21年9月1日施行）

農林水産省の所掌事務の特例における「日本農林

規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関す
ること」から、「農林物資の品質に関する表示の基
準の策定に関すること」が除かれた。

イ　過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法
律（平成22年法律第3号）附則第8条による改正（平
成22年3月17日施行）

農林水産省の所掌事務における「過疎地域（過疎
地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第
2条第1項に規定する過疎地域をいう。）の自立促進
に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に
関すること」の期限が、平成22年3月31日から平成
28年3月31日に延長された。

⑵　農林水産省組織令の一部改正
ア　消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及

び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関す
る政令（平成21年政令第217号）による改正（平成
21年9月1日施行）

消費・安全局国際基準課を廃止するとともに、消
費・安全局、同局消費・安全政策課及び表示・規
格課の所掌事務について所要の規定の整備が行われ
た。

イ　過疎地域自立促進特別措置法施行令等の一部を改
正する政令（平成22年政令第47号）第5条による改
正（平成22年3月31日施行）

農村振興局の所掌事務の特例における「過疎地域
（過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15
号）第2条第１項に規定する過疎地域をいう。）の自
立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに
推進に関すること」の期限が、平成22年3月31日か
ら平成28年3月31日に延長された。

⑶　農林水産省組織規則の一部改正
ア　農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成

21年農林水産省令第21号）による改正（平成21年4
月1日施行）
鉉　本省内部部局関係

ａ　組織の改正等
⒜　大臣官房

①　秘書課に調査官を新設。
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②　食料安全保障課に食料自給率向上対策室
及び食料自給率専門官を新設。

⒝　生産局
①　生産流通振興課に野菜調整官を新設、野

菜需給調整官を廃止。
②　畜産部競馬監督課に競馬活性化企画官を

新設。
⒞　農村振興局

①　整備部設計課施工技術専門官及び海外農
業土木専門官を廃止。

②　整備部防災課に災害対策調整官を新設。
ｂ　専門官の新設

部 局 名	 名　称	 所掌事務
大臣官房	 調査官	 　秘書課の所掌事務に関

し調整を要する重要事項
その他の重要事項につい
ての調査、企画及び連絡
調整

	 食料自給	 　食料自給率の目標に関
　	 率専門官	 す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

生 産 局	 野菜調整	 　野菜の需給の調整及び
	 官	 野菜生産出荷安定法の施

行に関する重要事項につ
いての企画及び連絡調整
に関する事務

	 競馬活性	 　競馬の活性化に関する
	 化企画官	 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

農村振興局	 災害対策	 　防災課の所掌事務に係
	 調整官	 る災害復旧に関する重要

事項についての調査、企
画、連絡調整及び指導に
関する事務

鉤　本省施設等機関関係
ａ　組織の改正等

⒜　植物防疫所
①　横浜植物防疫所に業務管理官を新設。
②　横浜植物防疫所東京支所日立出張所、名

古屋植物防疫所伏木富山支所七尾出張所、
神戸植物防疫所坂出支所高松出張所、同所
同支所詫間出張所及び門司植物防疫所若松
出張所の廃止。

⒝　農林水産研修所

①　副所長、総務課及び技術研修課を新設、
庶務課、食料消費技術研修館、同館食料消
費技術研修課、農業技術研修館、同館技術
研修課及び生産技術研修館を廃止、教務課
の所掌事務を変更。

②　技術研修課に研修調整官、研修企画官及
び技術研修指導官を新設、教務指導官の所
掌事務を変更。

③　教務課研修企画官を廃止。
④　食料消費技術研修館研修指導官を廃止。

ｂ　専門官の新設
部 局 名	 名　称	 所掌事務
横浜植物防	 業務管理	 　植物検疫の業務の管理
疫所	 官	 及び効率化に関する連絡

調整及び指導に関する事
務

農林水産研	 研修調整	 　農林水産省の所掌に係
修所	 官	 る事務及び技術に関する

研修についての総合的な
企画及び連絡調整に関す
る事務

	 研修企画	 　農林水産省の所掌に係
　	 官	 る事務及び技術に関し必

要な研修の企画に関する
事務

	 技術研修	 　農林水産省の所掌に係
　	 指導官	 る技術に関する必要な研

修
鉈　本省地方支分部局関係　

ａ　組織の改正等
⒜　地方農政局

食糧部食糧調整課情報管理室の廃止。
⒝　地方農政事務所

内部組織について所要の規定を整備。
⒞　事務所・事業所

霞ヶ浦用水農業水利事務所が廃止される
等、各事務所及び事業所の組織改廃に伴う所
要の規定を整備。

⒟　統計・情報センター
市町村の廃置分合に伴い、前橋統計・情報

センターの管轄区域について所要の改正。
⒠　北海道農政事務所

内部組織について所要の規定を整備。
銕　林野庁関係

ａ　組織の改正等
⒜　内部部局
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国有林野部管理課に企画官を新設。
⒝　森林管理局

計画部計画課に企画官を新設。
ｂ　専門官の新設

部 局 名	 名　称	 所掌事務
国有林野部	 企画官	 　管理課の所掌事務に関

し調整を要する事項のう
ち林野庁長官が指定する
専門の事項についての企
画及び連絡調整に関する
事務

鈿　水産庁関係
ａ　組織の改正等

⒜　内部部局
①　漁政部漁政課水産調査官の廃止。
②　漁政部企画課に水産業体質強化推進室を

新設。
③　増殖推進部漁場資源課資源技術調査官を

廃止。
イ　農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成

21年農林水産省令第52号）による改正（平成21年９
月１日施行）
鉉　本省内部部局関係

ａ　組織の改正等
⒜　消費・安全局

①　消費・安全政策課に国際基準専門官及び
国際協力専門官を新設。

②　国際基準課国際基準専門官及び同課国際
協力専門官の廃止。

③　表示・規格課表示・規格専門官の所掌事
務を変更。

ｂ　専門官の新設
部 局 名	 名　称	 所掌事務
消費・安全	 国際基準	 　消費・安全政策課の所
局	 専門官　　　　掌事務に係る国際基準に

関す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

	 国際協力	 　消費・安全政策課の所
	 専門官	 掌事務に係る国際協力に

関す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

ウ　農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成
21年農林水産省令第59号）による改正（平成21年10

月１日施行）
鉉　本省内部部局関係

ａ　組織の改正等
⒜　農村振興局

整備部防災課災害対策調整官の所掌事務を変
更。

鉤　本省施設等機関関係
ａ　組織の改正等

⒜　動物検疫所
精密検査部に海外病検査課を新設、微生物検

査課及び病理・理化学検査課の所掌事務を変更。
⒝　動物医薬品検査所

企画連絡室に動物用医療機器審査官を新設。
ｂ　専門官の新設

部 局 名	 名　称	 	 所掌事務
企画連絡室	 動物用医	 　動物用医療機器の検査
	 療機器審	 に関する専門技術上の事
	 査官	 項についての審査に関す

る事務
鉈　林野庁関係

ａ　組織の改正等
⒜　内部部局

①　林政部経営課に林業経営指導官を新設。
②　森林整備部計画課に森林生物多様性専門

官を新設。
③　森林整備部整備課に低コスト森林施業指

導官を新設。
企画連絡室に動物用医療機器審査官を新設。

ｂ　専門官の新設
部局名	 名　称	 所掌事務
林政部	 林業経営	 　森林所有者の委託を受
	 指導官	 けて森林の施業又は経営

を行う組織等の育成に関
する事項についての企
画、連絡調整及び指導に
関する事務

森林整備部	 森林生物	 　森林に関する生物の多
	 多様性専	 様性の確保に関する専門
	 門官	 技術上の事項についての

企画、連絡調整及び指導
に関する事務

森林整備部	 低コスト	 　民有林野に係る森林施
	 森林施業	 業の合理化に関する専門
	 指導官	 の事項についての企画、

連絡調整及び指導に関す
る事務
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エ　市町村の廃置分合関係
市町村の廃置分合等に伴い、統計・情報センター

及び森林管理署・支署の管轄区域について所要の改
正。（平成21年農林水産省令第69号、平成22年農林
水産省令第19号）

３　定　　　員

⑴　定員の増減状況
「平成18年度以降の定員管理について」（平成17年10

月4日閣議決定）、「国の行政機関の定員の純減につい
て」（平成18年6月30日閣議決定）及び「国家公務員の
配置転換、採用抑制等に関する全体計画」（平成18年6
月30日閣議決定）に基づき、定員の合理化及び配置転
換等が行われる一方、定員増については、政府全体を
通じた一層の純減の確保という厳しい状況の下である
が、農林水産省において131人の新規増が認められた
ほか、内部振替及び消費者庁の設置に伴う増減が行わ
れた。

定員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	 20,584 人	 19,491 人	 △ 1,093 人
　林　野　庁	 498 人	 490 人	 △ 8 人
　水　産　庁	 923 人	 913 人	 △ 10 人
　　　計	 22,005 人	 20,894 人	 △ 1,111 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	 4,949 人	 4,857 人	 △ 92 人
　　　計	 4,949 人	 4,857 人	 △ 92 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21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

21年政令第67号）
イ　消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及

び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関す
る政令（平成21年政令第217号）

ウ　農林水産省定員規則の一部を改正する省令（平成
21年農林水産省令第17号）

エ　農林水産省定員規則の一部を改正する省令（平成
21年農林水産省令第51号）
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第３章　農林水産関係予算

第１節　農林水産予算の大要

１　総　　　額

（単位：億円）

当　初 (B) 補正後 (C) 対当初 対補正後 Ａ／Ｂ％

24,517 25,605 31,285 △1,087 △6,767 95.8

6,563 9,952 11,360 △3,389 △4,797 65.9

6,371 9,760 10,947 △3,389 △4,576 65.3

193 193 413 0 △220 100.0

6,355 6,993 8,835 △638 △2,480 90.9

11,599 8,659 11,090 2,940 509 133.9３ 食料安定供給関係費

災害復旧等事業費

※　農林水産関係一般会計予算の総額は、内閣府、外務省、国土交通省等の他省所管の農林水産関係予算を
　含めて上記のとおりである。

〈第1編第3章第1節1〉

農 林 水 産 予 算 の 総 額

１ 公 共 事 業 費

２ 一 般 事 業 費

一 般 公 共 事 業 費

21　年　度 比較増△減

22年度 (A)
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２　編成方針

⑴　予算編成の基本方針
平成22年度農林水産予算については、事業仕分けの

評価結果等に従い、既存予算について徹底的な精査を
行い、見直すべきものは見直し、予算の効率化・重点
化を行った。

その中で、「戸別所得補償制度のモデル対策」、「食
料供給力の向上対策」、「農山漁村の活性化対策」、「食
の安全確保対策」、「農山漁村の６次産業化対策」、「森
林・林業・木材産業対策」、「水産対策」を図るための
予算として編成した。

⑵　主な重点事項
ア　戸別所得補償制度のモデル対策
鉉　自給率の向上を図るため、水田を有効活用して、

麦・大豆・米粉用米・飼料用米等の戦略作物の生
産を行う販売農家に対して、主食用米並の所得を
確保し得る水準を直接支払いにより交付する。
鉤　意欲ある農家が水田農業を継続できる環境を整

えることを目的に、恒常的に生産に要する費用が
販売価格を上回る米に対して、所得補償を直接支
払により実施する。
鉈　戸別所得補償制度モデル対策の実施及び平成23

年度からの本格実施への移行に必要となるシステ
ム開発、現場における事業推進等を助成する。

イ　食料供給力の向上対策
鉉　認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金等につ

いて、1,500億円の特別融資枠を設定（貸付当初5
年間の実質無利子化）する。
鉤　農業者の資金繰り支援のため、運転資金につい

て、無担保無保証人の700億円特別保証枠等を設
定する。
鉈　産地収益力の向上、経営体の育成、畜産業の新

規就農等に必要な農業機械等をリース方式で導入
する場合の負担を軽減する。
銕　野菜の価格低落時における生産者補給金の交付

事業について、加工・業務用野菜などに配慮して
充実・強化する。
鈿　国産チーズ向け生乳の供給拡大及び特色ある

国産ナチュラルチーズの製造技術向上に必要な研
修、機材整備等を支援する。
鉋　農業法人等が就農希望者を雇用して行う実践研

修（OJT研修）を支援する。
ウ　農山漁村の活性化対策
鉉　中山間地域等における農業生産条件の不利を補

正するため、農業生産活動を継続して行う農業者

等に交付金を交付する。
鉤　地域ぐるみで農地・農業用水等の資源を効果的

に保全・向上する共同活動と先進的な営農活動を
実施する地域を支援する。
鉈　農村地域の再生可能エネルギー利活用を通じ

て、農村地域の新たな価値の創出や活性化を支援
する。
銕　鳥獣被害防止特措法により市町村が作成する被

害防止計画に基づく取組等を総合的に支援するた
めの交付金を交付する。
鈿　地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の総合

的な整備を支援するための交付金を交付する。
エ　食の安全の確保対策

リスク管理措置の有効性の検証、農家等でのト
レーサビリティの取組、家畜防疫･農作物の病害虫
の防除を推進する。

オ　農山漁村の６次産業化対策
農山漁村の６次産業化の推進のため、農林水産業・

農山漁村の「資源」を活用した地域ビジネスの展開、
新産業創出等を支援する。
鉉　農林漁業者と食品関連事業者等の連携による地

産地消・商品開発・販路拡大等を支援する。
鉤　食品産業の環境対策や再生可能エネルギーを利

活用する取組等を支援する。
鉈　HACCP導入やコンプライアンスの徹底等の取

組を支援する。
銕　「緑と水の環境技術革命」の実現に向けた事業

可能性調査、人材育成を支援する。
カ　森林・林業・木材産業対策
鉉　地域の自主性・裁量を尊重し、集約化施業に必

要な路網や高性能林業機械、木材利用推進に必要
な施設整備等を支援する。
鉤　施業の集約化を加速するため、集約化施業に取

り組む事業体を育成する。
鉈　森林所有者等が実施する施業集約化に必要な森

林情報の収集活動や境界明確化等の地域活動を支
援する。
銕　雇用拡大に向けた新規就業者・参入者の実地研

修、中堅層の能力向上、人材育成の充実・強化に
向けた調査等を支援する。
鈿　住宅・建築・土木分野等での国産材資材の開発

や利用推進、違法伐採対策、CO2抑制効果の「見
える化」等を支援する。

キ　水産対策
鉉　水揚げ金額が減少した場合の減収補てん・経営

改善に取り組む漁業者を対象にした上乗せ補てん
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等を実施する。
鉤　漁業経営の安定を図るため、漁業者と国の拠出

により、燃油・配合飼料価格の高騰時に補てん金
を交付する。
鉈　認定漁業者等に対する施設資金・運転資金につ

いて、最大無利子の利子助成を行う。
銕　藻場・干潟の保全、大型クラゲ等の有害生物に

よる漁業被害防止対策、漂流・漂着ゴミの回収等
を支援する。
鈿　共同で漁業の再生等に取り組む離島の漁業集落

に対し、交付金を交付する。
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第２節　農林水産予算総括表

１　一般会計予算の主要経費別分類表
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参　考
平成22年度公共事業関係費事業別内訳

参　　考

平成22年度公共事業関係費事業別内訳

73,733,000 －                        73,733,000

68,833,000 －                        68,833,000

4,900,000 －                        4,900,000

563,363,000 －                        563,363,000

212,939,000 －                        212,939,000

207,342,900 －                        207,342,900

5,596,100 －                        5,596,100

118,197,000 －                        118,197,000

82,227,000 －                        82,227,000

150,000,000 －                        150,000,000

637,096,000 －                        637,096,000

19,250,000 －                        19,250,000

8,163,000 －                        8,163,000

9,974,000 －                        9,974,000

1,113,000 －                        1,113,000

656,346,000 －                        656,346,000

〈第1編第3章第2節参考〉
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２　一般会計予算所管別総括表

当　　初（Ｂ） 補正後（Ｃ） (A - B) (A - C)

2,278,410,724 2,303,068,088 2,834,626,824 △24,657,364 △556,216,100

1,707,017,734 1,437,702,340 1,815,159,636 269,315,394 △108,141,902

(1) 1,706,962,734 1,437,604,340 1,815,061,636 269,358,394 △108,098,902

人 件 費 143,543,989 147,999,594 143,496,261 △4,455,605 47,728

事 務 事 業 費 47,387,376 43,419,050 42,520,677 3,968,326 4,866,699

委 託 費 32,216,156 38,268,485 38,544,093 △6,052,329 △6,327,937

補 助 金 等 1,222,005,772 873,551,075 1,257,982,986 348,454,697 △35,977,214

特 別 会 計 繰 入 256,803,107 329,402,068 327,577,761 △72,598,961 △70,774,654

そ の 他 5,006,334 4,964,068 4,939,858 42,266 66,476

(2)

一 般 公 共 事 業 費 55,000 98,000 98,000 △43,000 △43,000

571,392,990 865,365,748 1,019,467,188 △293,972,758 △448,074,198

(1) 486,040,036 745,438,036 851,202,379 △259,398,000 △365,162,343

一 般 公 共 事 業 費 466,793,000 726,191,000 809,912,348 △259,398,000 △343,119,348

災 害 復 旧 等 事 業 費 19,247,036 19,247,036 41,290,031 0 △22,042,995

(2) 85,352,954 119,927,712 168,264,809 △34,574,758 △82,911,855

施 設 費 3,035,249 3,532,286 3,532,286 △497,037 △497,037

補 助 金 、 出 資 金 82,317,705 116,395,426 164,732,523 △34,077,721 △82,414,818

27,081,816 35,358,816 37,022,403 △8,277,000 △9,940,587

24,104,000 32,381,000 32,648,712 △8,277,000 △8,544,712

2,977,816 2,977,816 4,373,691 0 △1,395,875

0 4,663,000 4,663,000 △4,663,000 △4,663,000

8,045 12,881 12,881 △4,836 △4,836

146,247,483 217,388,184 252,157,020 △71,140,701 △105,909,537

146,144,000 217,300,000 252,068,837 △71,156,000 △105,924,837

2,964 2,964 2,963 0 1

100,519 85,220 85,220 15,299 15,299

0 0 0 0 0

2,451,748,068 2,560,490,969 3,128,482,128 △108,742,901 △676,734,060

2,451,748,068 2,560,490,969 3,128,482,128 △108,742,901 △676,734,060

1,710,104,114 1,445,441,257 1,824,294,428 264,662,857 △114,190,314

741,643,954 1,115,049,712 1,304,187,700 △373,405,758 △562,543,746

0 0 0 0 0

農 林 水 産 予 算 合 計

Ｃ 外 務 省 所 管

Ｎ Ｔ Ｔ （ Ａ タ イ プ ） 分

災 害 復 旧 等 事 業 費

Ｄ 文 部 科 学 省 所 管

一 般 公 共 事 業 費

（ 経 常 部 門 ）

（ 投 資 部 門 ）

Ｆ 財 務 省 所 管

奄美群島園芸振興費（経）

通 常 分

Ｂ 内 閣 府 所 管 （沖縄）

Ａ 農 林 水 産 省 所 管

Ｎ Ｔ Ｔ （ Ａ タ イ プ ） 分

１ 経 常 部 門 （経）

公 共 事 業 費

２ 投 資 部 門 （投）

非 公 共 事 業 費

沖 縄 農 業 振 興 費 （経）

原 子 力 開 発 経 費 （経）

Ｅ 国 土 交 通 省 所 管

水産関係経済協力費（経）

一 般 公 共 事 業 費

非 公 共 事 業 費

公 共 事 業 費

　　　　　　　　　2　一般会計予算所管別総括表

２１年度予算額 比較増△減額２２年度予算額
　
　（Ａ）

区　　　　　　　　　　分
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３　特別会計歳入歳出予算予定額表
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4　財政投融資資金計画表4 　財 政 投 融 資 資 金 計 画 表

（単位：百万円）

区　 　　　　　分
一 般 財 政 融 資 一 般 財 政 融 資
会 計 資 金 等 会 計 資 金 等

(35,967)

22,393 172,000 35,966 180,500

(36,203)

29,393 7,100 49,203 5,900

(28,841)

水 源 林 造 成 24,428 6,800 41,841 4,900

農 用 地 等 整 備 4,965 300 7,362 1,000

(65,701)

－ 1,700 － 900

(137,871)

006,302785,051002,681344,08計

「注１」　一般会計の欄は、補助金、補給金、一般会計からの繰入れ又は出資を示す。

「注２」　日本政策金融公庫は、上記のほか財投機関債の発行による資金調達（250億円）を見込んでいる。

「注３」　日本政策金融公庫は、上記のほか、危機対応円滑化業務の事業のため、22年度計画額120億円がある。

独立行政法人　農業・食品産業技術
総合研究機構

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

独立行政法人 森林総合研究所

（ 国 営 土 地 改 良 事 業 勘 定 ）

食 料 安 定 供 給 特 別 会 計
28,657 5,400

画　計　度　年12画　計　度　年　22

65,418 16,300



第２編　各　　　論





第１章　大　臣　官　房 －25－

大
臣
官
房

第１節　国会関係

１　平成21年中の国会状況

平成21年中には次の３国会が開催された。

国会回次	 招集日	 閉会日	 会　期
第171回通常会	 21.		1.		5	 21.7.21	 198日間
第172回特別会	 21.		9.16	 21.9.19	 4日間
第173回特別会	 21.10.26	 21.12.4	 40日間

２　第171回国会（通常会）の総括

⑴　会　　　期
第171回国会は異例の１月５日に招集され、同日開

会式が行われた。
会期は当初６月３日（水）までの150日間とされたが、

６月２日（火）に７月28日（火）まで55日間延長され、
７月21日（火）、衆議院が解散された。会期は198日間
であった。

⑵　平成20年度第2次補正予算審議
ア　補正予算審議

１月５日（月）の（衆）（参）本会議では、議席
の指定、特委の設置等院の構成が行われるとともに、
同日提出された平成20年度第２次補正予算案（総額
4.8兆円）に係る中川財務大臣の財政演説が行われ
た。

農水省関係では、水田フル活用推進交付金、「農」
の雇用事業、事故米穀問題対応など総額1,463億円
が盛り込まれた。

６日（火）に（衆）本会議で財政演説に対する質疑、
７日（水）に（参）本会議で財政演説に対する質疑、

（衆）予算委で提案理由説明、８日（木）、９日（金）
に（衆）予算委で基本的質疑、13日（火）に締め括
り質疑行われ、同日、可決された。第２次補正予算
案及び関連法案については、同日、（衆）本会議に
おいて野党退席の下、可決し、参議院に送付された。

参議院に送られた第２次補正予算案は、１月26日
（月）に締め括り質疑が行われ、第２次補正予算案

は修正可決した。同日、（参）本会議において、第
２次補正予算案のうち一般会計・特別会計について
は修正可決し衆議院に回付、政府機関会計について
は否決し衆議院に返付された。

このため、回付案に関する両院協議会が行われた
が、成案を得られず衆議院の議決が優先することと
なった。また、同日、返付案に関する両院協議会も
開催されたが、成案を得られず衆議院の議決が優先
することとなり、１月27日（火）、平成20年度第２
次補正予算が成立した。

イ　第２次補正予算審議における主な議論
第２次補正予算審議においては、定額給付金、財

政再建、景気対策、雇用問題などが議論された。
農水省関係では、「農」の雇用や「緑」の雇用な

ど雇用関係、事故米穀問題、生産調整見直し等につ
いて議論が行われた。

ウ　施政方針演説と主な議論
平成20年度第２次補正予算が成立した翌１月28日

（水）、（衆）（参）本会議において、麻生内閣総理大
臣の施政方針演説、中曽根外務大臣の外交演説、中
川財務大臣の財政演説、与謝野国務大臣の経済演説
の政府四演説が行われた。

麻生総理の施政方針演説では、世界における「新
しい秩序創りへの貢献」と国内での「安心と活力あ
る社会」を目指すとして、経済対策、国の出先機関
の統廃合や国家公務員制度の改革、天下りの根絶な
どの行政改革、消費者庁設置などの考えを表明した。

農水省関係では、「平成の農地改革」法案を提出
し所有から利用へ転換すること、米粉や飼料用米生
産を進め「水田フル活用への転換元年」と位置づけ
ることなどが表明された。

政府四演説に対する代表質問は、衆議院で29日
（木）、30日（金）の２日間、参議院で30日（金）、
２月２日（月）の２日間行われた。

エ　平成21年度総予算審議
平成21年度総予算案（総額88兆５千億円）は、１

月19日（月）に提出された。
農水省関係では、水田への米粉・飼料用米作付

けの促進や耕作放棄地の再生・利用への支援など

第１章　大　臣　官　房
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２兆５千億円が盛り込まれた。
衆議院では２月２日（月）に提案理由説明を行い、

平成21年度総予算の審議が始まった。
13日（金）には地方公聴会、16日（月）には中央

公聴会が開催され、２月27日（金）に締め括り質疑
が行われ、可決した（（野）は出席の上反対）。同日

（衆）本会議で平成21年度総予算案及び関連法案が
可決し、参議院に送付された。

参議院では、20年度補正予算関連法案が再議決に
より成立した３月４日（水）に提案理由説明を行い、
審議が行われた。

17日（火）に中央公聴会が行われ、27日（金）に
は締め括り質疑が行われ、否決された。同日、（参）
本会議で予算案は予算関連法案とともに否決され
た。

同日、両院協議会において成案を得られず、憲法
の規定により、平成21年度総予算案が成立した。ま
た、予算関連法案についても、衆議院で出席議員の
３分の２以上の賛成により成立した。これにより３
月27日（金）、平成21年度総予算案及び予算関連法
案は年度内に成立した。

平成21年度総予算案審議における農水省関係で
は、天下りや渡り、事故米穀問題、ヤミ専従問題等
について議論が行われた。

⑶　平成21年度補正予算審議
平成20年秋の世界的な金融危機以降、急激に悪化す

る経済を下支えするため、政府・与党は、４月10日（金）、
大型の追加経済対策として「経済危機対策」をまとめ、
４月27日（月）、平成21年度補正予算及び補正予算関
連法案が提出された。

農水省関係では、農地集積加速化事業、水田フル活
用などに総額１兆302億円が計上された。

27日、（衆）（参）本会議で与謝野財務大臣の財政演
説が行われ、翌28日には（衆）（参）本会議で代表質
問が行われた。

５月13日（水）、予算委で締め括り質疑が行われ、（民）
（社）（国新）欠席の下で、可決した。同日、（衆）本
会議において、21年度補正予算案及び補正予算関連法
案が可決され、参議院に送付された。
（参）予算委では５月19日（火）に提案理由説明・

審議が行われ、29日（金）に締め括り質疑・採決が行
われ、否決された。同日、（参）本会議において、否
決された。

同日、両院協議会で成案を得られず、憲法の規定に
より、衆議院の議決が国会の議決とされたことにより
平成21年度補正予算案が成立した。

なお、補正予算関連法案については、６月19日に（衆）
本会議で再可決により成立した。

第２次補正予算審議における主な議論として農水省
関係では、農地集積加速化事業等の事業について基金
方式による是非などが議論された。

⑷　決算審議
平成19年度決算は、第170回国会開会中の平成20年

11月21日（金）に（衆）（参）両院に提出され、審議
が続けられていた。今国会では、平成20年１月５日（月）
に（衆）（参）とも委員会付託された。
ア　（衆）決算行政監視委

農水省は、厚労省、経産省とともに第3分科会で
審査されることとなり、４月20日（月）及び21日（火）
に行われた。６月24日（水）には、締め括り総括質
疑が行われ、平成19年度決算の採決が行われ、是認
すべきものと決定した。

イ　（参）決算委
農水省の省庁別審査は、５月11日（月）に環境省、

農林漁業金融公庫とともに行われた。
６月29日（月）に締め括り総括質疑を行い、平成

19年度決算は否認された。
その際、警告決議案は（自）（公）反対の下、可

決され、審査措置要求決議案については、全会一致
で可決した。

農水省関係では、ヤミ専従問題、（社）日本農村
情報システム協会に関して審査措置要求決議が行わ
れ、農林水産大臣から発言が行われた。

また、会計検査院に対して検査要求が行われ、農
水省関係では、牛肉等関税を財源とする肉用子牛等
対策の施策について検査要求が行われた。

⑸　法案審議
ア　法案審議概要

政府提出法案は、新規提出法案69件、継続法案　
14件であり、新規提出法案のうち62件が成立（成立
率89.9％）、継続法案のうち４件が成立した。
（衆）議員提出法案は、新規提出法案55件のうち

17件が成立し、継続法案36件のうち１件が成立した。
（参）議員提出法案は、新規提出法案29件のうち1

件が成立し、継続法案11件からの成立法案はなかっ
た。

イ　重要法案等の審議結果
鉉　消費者庁設置関連3法案

本法案は、各省庁に縦割りとなっていた消費者
行政を一体的に行うため消費者庁を設置する等を
内容とするものであり、JAS法の一部が消費者庁
に移管されるなど農水省にも関係の深い法案で
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あった。
参考人質疑を含め12日間の審議と地方公聴会を

経て、４月16日（木）に修正の上、全会一致によ
り可決した。その際、附帯決議も行われた。

参議院において、参考人質疑を含め7日間の審
議と中央公聴会を経て、５月28日（木）、全会一
致により可決した。その際、附帯決議も行われた。

５月29日（金）、（参）本会議において可決し、
成立した。
鉤　国家公務員法案

本法案は、国家公務員制度改革基本法に基づき、
内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人
事の一元的管理、内閣人事局の設置、国家戦略ス
タッフ及び政務スタッフの設置等を行うもので
あったが、（衆）解散により廃案となった。

⑹　農林水産委員会関係
ア　農水省提出法案の審議結果

農水省からは、６件（括り後は４件）（年度末の
日切れ及び日切れ扱い法案なし、期限切れ法案１件、
予算関連なし）の法案を提出し、農水委で審議され、
すべて成立した。
鉉　米関連３法案（米粉・エサ米法案、米トレーサ

ビリティ法案、食糧法案）
これらの３法案は一括審議され、衆議院では、

米粉・エサ米法案及び食糧法案については全会一
致で可決した。米トレーサビリティ法案について
は、「加工食品について速やかに原料原産地表示
を義務づけることを検討」するよう附則修正が行
われた上、全会一致で可決した。その際、附帯決
議も行われた。

参議院では、３法案とも全会一致で可決し、そ
の際、附帯決議が行われた。

４月17日（金）、（参）本会議において可決し、
成立した。
鉤　漁業災害補償法案

衆議院（参）ともに全会一致で可決し、４月24
日（金）に（参）本会議で可決し成立した。

なお、衆議院及び参議院において附帯決議が行
われた。
鉈　特定農産加工法案

（参）先議法案であり、参議院及び衆議院で全
会一致で可決した。

なお、６月11日（木）の（衆）農水委での質疑
終局後に採決を行う見込みであったが、国会運営
上の問題もあり、（与）（野）の協議が整わず、採
決は行われなかった。採決については18日（木）

に行われ、同日（衆）本会議において可決し、成
立した。
銕　農地法案

衆議院では、４月３日（金）に（衆）本会議で
趣旨説明・質疑を行い、（衆）農水委にて、参考
人質疑を含め計6日間の審議が行われた。
（野）からは、①耕作者主義の位置づけ、②法

人の役員要件、③参入法人に対する勧告及び許可
取り消しなどについて意見が出され、（与）（野）
間で、法案修正の協議により合意に至り、４月30
日（木）に修正の上可決した（（社）反対）。その
際、附帯決議も行われた。

５月８日（金）に（衆）本会議で可決し、参議
院に送付された。

参議院では、５月14日（木）に本法案に関して
現地視察が行われた。６月５日（金）に（参）本
会議で趣旨説明・質疑を行い、（参）農水委にて
参考人質疑を含め計３日間の審議を行い、16日

（火）に可決した（（共）反対）。その際、附帯決
議も行われた。

農地法案は６月17日（水）、（参）本会議におい
て可決し、成立した。

イ　主な議員提出法案の動き
鉉　（衆）農林漁業再生法案（第171国会（民）提出）

本法案は、（民）の農山漁村６次産業化ビジョ
ンを法案化したものであり、①食料自給率の向上
と農林漁業・農山村漁村の多面的機能発揮のため
の戸別所得補償制度・直接支払制度の導入、②食
の安全・安心確保のためトレーサビリティシステ
ムの導入や加工食品の原料原産地表示の義務化、
③６次産業化の促進などが盛り込まれ、１月20日

（火）、衆議院に提出された。　
６月11日（木）、（衆）農水委で審議されたが、（衆）

解散により廃案となった。
鉤　（参）農協法等改正法案（第170国会（民）提出）

前170国会で金融機能強化法案が審議される中、
（民）から、農協、漁協、土地改良区等について
政治的中立性を求める（参）農協法等改正法案が
提出された。本法案は前国会では、（参）農水委
で提案理由説明を行ったが、審議は行われず、継
続法案となっていた。

今171国会では、（参）農水委で４月２日（木）
に可決（（自）（公）反対）し、８日（水）、（参）
本会議で可決し、衆議院に送付された。

衆議院では、委員会に付託されることなく、廃
案となった。
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鉈　（衆）JAS法案（第171国会委員長提案）
本法案は、食品表示に関して虚偽表示をした場

合の罰則規定を盛り込むものであり、（自）中心
に検討され、4月7日（火）、委員長提案として全
会一致で可決した。参議院においても全会一致で
可決し、4月22日（水）に成立した。
銕　（衆）バイオマス活用推進基本法案（第171国会

委員長提案）
衆議院では、４月30日（木）、委員長提案によ

り全会一致で可決。その際、決議が行われた。
参議院では６月４日（木）に全会一致で可決。

その際、附帯決議が行われ、６月５日（金）成立
した。
鈿　（衆）木材利用推進法案（第171国会（自）提出）

５月15日（金）、衆議院に提出されたが、委員
会に付託されることなく、廃案となった。
鉋　（衆）地産地消法案（第171国会（自）提出）

会期末が迫る７月15日（月）、衆議院に提出さ
れたが、委員会に付託されることなく廃案となっ
た。

ウ　その他の審議事案
鉉　無許可専従問題

３月中旬、農水省の組合「全農林」において、
長年、無許可専従が行われてきたとの報道がなさ
れた。その後、この問題に関し、資料の改ざんな
どがあったとして、農水省職員が処分された。

国会においても、予算委、農水委などで議論が
行われた。
鉤　新型インフルエンザ発生

４月中旬、メキシコで、豚由来といわれる新型
インフルエンザがヒトに感染、拡大し、その後、
WHOは警戒水準（フェーズ）を６に引き上げる
など、世界的な広がりをみせた。５月中旬に、国
内において初の感染者が確認されて以降、その後、
全国的に感染が広まった。

農水省では、４月28日（火）に第１回新型イン
フルエンザ対策本部が開かれたほか、日本向けに
輸入される豚の検査を強化する等の対応を行っ
た。

国会においても、４月30日（木）に（衆）農水
委で、急遽、新型インフルエンザ問題に関する質
疑が行われた。
鉈　農政改革

１月27日（火）、石破農水大臣が農政改革担当
大臣に任命され、20日（金）、食料自給力の向上
や国際化の進展にも対応しうる農業構造の確立に

向けた政策の抜本的な見直しを検討するため、内
閣官房長官及び農政改革担当大臣の主宰による

「農政改革関係閣僚会合」が開催された。
予算委、農水委などで、農政改革、生産調整の

見直しなどについて、議論された。
⑺　会期延長

当初の会期末である６月３日（水）が迫る中、21年
度補正予算は成立したものの、補正関連法案、国民年
金法案などの重要法案が成立していない状況であっ
た。

また、農水省関係では、参議院先議である特定農産
加工法案が衆議院で審議入りしていおらず、農地法案
が参議院で審議入りしていない状況であった。

こうした状況を踏まえ、７月28日（金）まで55日間
の会期延長が６月２日（火）の（衆）本会議で議決さ
れた。

⑻　内閣不信任案と麻生総理問責決議案
７月12日（日）の東京都議選で（自）（公）が過半

数割れとなった状況の中、翌13日（月）昼に、麻生総
理は、「７月21日の週早々に衆議院を解散し、８月30
日（日）に総選挙を行う」旨を表明した。
（民）（共）（社）（国新）の（野）４党は13日（月）

に麻生内閣不信任決議案を衆議院に提出した。また、
同日参議院においても（民）（共）（社）は内閣総理大
臣問責決議案を提出した。内閣不信任案については、
翌14日（火）の（衆）本会議で否決され、問責決議案
については、同日、（参）本会議で可決された。

⑼　（衆）解散・総選挙
７月13日（月）、麻生総理は、解散総選挙を決断し、

その旨を表明した。28日（火）までの会期を残して、
21日（火）衆議院は解散された。

３　第172回国会（特別会）の総括

特別国会の召集
第172回国会（特別会）は９月16日（水）に召集された。
同日、（衆）本会議において、正副議長の選挙が行

われた。引き続き、議席の指定、会期の件（19日（土）
までの4日間）、議院運営委員の選任及び議院運営委員
長の選挙が行われた。

18日（金）には、（衆）本会議において、常任委員
長の選任が行われた。また、同日、開会式が行われた。

⑵　首班指名及び組閣
９月16日（水）、（衆）本会議における首班指名、（参）

本会議における首班指名の結果、（民）鳩山由起夫君
が第93代内閣総理大臣に選出された。

同日、組閣が行われ、（民）（社）（国新）３党によ
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る連立政権が発足した。農林水産大臣には赤松広隆衆
議院議員が任命された。

18日（金）、（衆）（民）山田正彦農林水産副大臣、（参）
（民）郡司彰農林水産副大臣、（衆）（民）佐々木隆博
大臣政務官、（参）（民）舟山康江大臣政務官が任命さ
れた。

４　第173回国会（特別会）の総括

⑴　臨時国会召集と会期
国会は10月26日（月）に召集され、開会式も同日に

行われた。会期は当初11月30日（月）までの36日間と
されていたが、11月30日（月）に12月4日（金）まで4
日間延長され、会期は40日間となった。

⑵　開会式、所信表明演説と主な議論
ア　10月26日（月）に開会式が行われるとともに、（衆）
（参）本会議において、鳩山内閣総理大臣の所信表
明演説が行われた。

鳩山総理は、所信表明演説において、行政の無駄
や因習を改め、政治主導・国民主導の新しい政治を
行うため、各省における政策決定は政務三役会議が
担うとともに、政府としての意志決定を内閣に一元
化し、重要な政策は閣僚委員会において議論を重ね
た上で結論を出すこと、さらに、この新たな体制下
で、行政刷新会議等を通じて税金の無駄遣いの排除
や予算編成のあり方の見直しなどに取り組むことと
した。また、経済・雇用危機の克服と持続的な成長
の確保を最も重要な課題と掲げ、その対策に取り組
むこととした。

農水省関係では、戸別所得補償制度の創設を含め
て農林漁業を立て直し、活力ある農山漁村を再生す
ることに向けて取り組んでいくこと、また、地域を
支える農業や林業等の分野でも、しっかりとした産
業を育て、新しい雇用と需要を生み出すことが表明
された。

イ　所信表明演説に対する代表質問は、（衆）本会議
において10月28日（水）及び29日（木）、（参）本会
議において29日（木）及び30日（金）の各２日間行
われた。

農水省関係では、戸別所得補償制度、農業分野に
おける国際交渉、地球温暖化対策としての農山漁村
の再生、補正予算の執行見直しなどが議論された。

⑶　法案審議
ア　法案審議概要

今臨時国会では、政府は提出法案を12本と最低限
に絞り込んだ。今国会で審議された法案については、
重要広範議案はなかったものの、（国新）から強い

要請を受けていた金融円滑化法案と郵政株式処分停
止法案などが焦点となった。政府提出法案12本のう
ち10本が成立し、独法地域医療機構法案と北朝鮮貨
物検査法案が継続審査となった。農水省関係は提出
法案がなかった。

イ　（与）の政策審議プロセス
新政権では、政府・与党一元化の方針の下、（民）

内では政策調査会が廃止されるとともに、各省
庁に政策会議が設置された。また、その後、各委
員会で充実した質問等を行うために質問等研究会

（後に議員政策研究会に改組）が設置され、法案
や政策を中心に議論が行われることとなった。

⑷　農水省関係の事案
ア　戸別所得補償制度

22年度からの実施が検討されている戸別所得補償
制度のモデル対策について、米戸別所得補償モデル
事業で3,371億円、水田利活用自給力向上事業で2,167
億円の概算要求を行った。農水省においては、政務
三役会議の下に「戸別所得補償制度推進本部」を10
月１日（木）に設置し、戸別所得補償制度の具体的
な制度設計などの検討を行った。

また、農水委の（民）議員を中心に、戸別所得補
償制度のモデル対策予算の満額確保、水田利活用自
給力向上事業の単価設定の柔軟性などについて、政
策会議や質問研究会等の場での議論や、（民）幹事
長への申し入れが行われた。

国会においても、農水委及び予算委で戸別所得補
償制度に関する議論が行われた。

イ　平成21年度農林水産関係補正予算の執行見直し
政権交代を受け、政府は９月18日（金）の閣議で、

22年度予算編成に向け、旧政権下で編成された平成
21年度補正予算の執行見直しを行い、10月２日（金）
までに各省ごとに見直し案を提出することが決まっ
た。結果、農水省関係では、総額１兆302億円のう
ち、農地集積加速化事業の３千億円の全額返納を含
め、4.8千億円の予算が返納されることが決まった。

国会においても、農水委及び予算委で農水関係補
正予算の見直しの影響について議論が行われた。

⑸　同意人事
今国会に提出された国会同意人事案件は、13機関27

名であり、全て両議院の同意を得られた。
なお、人事院人事官の候補者名が、国会（議院運営

委員会合同代表者会議）に（与）から提示される前の
11月４日（水）に報道されたため、（野）は、「（衆）（参）
議運委員長の合意により、同意人事の内容が掲示前に
漏れた場合は受け付けない」との合意に基づき、同意



第１章　大　臣　官　房－30－

人事を白紙に戻すべきと主張。これに対し、官房長官
及び官房副長官が議運委で漏洩調査の報告と陳謝を行
い、同意人事の衆議院の採決が17日（火）まで遅れる
結果となったが、人事官に江利川毅氏を充てることが
同意された。

第２節　新聞発表等

１　新聞発表等

農林水産行政施策等について、随時、記者発表を行っ
た。

主なものは次のとおりである。
⑴　閣議後及び重要施策策定時等の大臣会見、副大臣

会見等
⑵　農業、林業及び漁業の動向に関する年次報告、農

林水産予算、国会提出法案等主要農林水産施策
⑶　各種審議会、懇談会、国際会議、主要会議等の概

要
⑷　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付

２　農林水産省後援等名義使用承認

農林水産省後援名義等の使用は、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、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595件の名
義使用承認を行った。

第３節　農林水産祭

１　農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与

⑴　農産等6部門
第48回農林水産祭参加表彰行事（平成20年８月１日

から平成21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309行事であり、
交付した農林水産大臣賞は514点であった。

農林水産大臣賞受賞514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：八木宏典氏）において行われた。

⑵　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17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等から天皇
杯等三賞の候補として推薦のあった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。

２　農林水産祭式典等

⑴　農林水産祭式典
農林水産祭式典は、勤労感謝の日の11月23日（月）

11時30分から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、中央・地方農林水産関係者など
約800人が出席して開催され、まず、郡司農林水産副
大臣の挨拶、次に農林水産祭中央審査委員会会長八木
宏典氏の天皇杯等選賞審査報告が行われた。その後、
今村（財）日本農林漁業振興会会長から天皇杯及び日
本農林漁業振興会会長賞、松野内閣官房副長官から内
閣総理大臣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。

⑵　天皇皇后両陛下拝謁及び業績説明
平成22年１月25日（月）14時に７部門の天皇杯受賞

者が皇居へ参内し、天皇皇后両陛下に受賞の御礼を申
し上げるとともに、業績の御説明を行った。

⑶　実りのフェスティバル
第48回実りのフェスティバルは、11月６日（金）か

ら７日（土）の２日間、江東区有明の東京国際展示場
（東京ビッグサイト）西4ホール及び屋上展示場におい
て開催され、初日には、秋篠宮同妃両殿下にご視察を
いただいた。

会場の天皇杯コーナーでは、天皇杯受賞者の業績を
紹介し、また、「未来へチャレンジ！食・農・林・水」
をテーマとする政府特別展示において、食料自給率向
上に向けた取組（フード・アクション・ニッポン）や
天然ニホンウナギ産卵の生態などについて紹介したほ
か、「移動消費者の部屋」を設置して消費者からの相
談などに応対した。なお、天皇皇后御在位20年を慶祝
する行事の一環として、天皇皇后両陛下と農林水産業
との関わりの深い事柄について、お写真で紹介する特
別展示コーナーを設けた。都道府県農林水産技術・経
営普及展コーナーでは、新しい農林水産技術や特徴あ
る農林水産物について、パネル、実物等で紹介し、消
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費者の農林水産業への理解を深めた。
また、各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の農林水産関係団体による農林水産
業・食料についての啓発展示等が行われた。

更に、「日曜大工教室」、「親子の乗馬体験」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、18道県・７団体から提供された農林水産物を、東
京都社会福祉協議会東京善意銀行を通じて、都内の福
祉施設に贈呈した。

開催２日間の来場者は、約42,000人であった。

Ⅰ　平成21年度（第48回）農林水産祭天皇杯等三賞受賞者
１　天皇杯受賞者
部　門 出品財 住所 氏名等 表彰行事
農産 経 営

（ 水 稲 他 ）
青森県北津軽郡中泊町 有限会社瑞宝（代表　三上　新一） 第 58 回全国農業コンクール

園芸 経 営
（ マ ン ゴ ー）

宮崎県宮崎市 宮崎県果樹振興協議会亜熱帯果樹部
会（代表　松田　泰一）

第 58 回全国農業コンクール

畜産 経 営
（ 養 豚 ）

宮崎県児湯郡川南町 山道　義孝 第 58 回全国農業コンクール

蚕糸・
地域特産

産 物
（ 茶 ）

静岡県掛川市 農事組合法人　中山茶業組合
（代表　鈴木　昻）

第 62 回全国茶品評会

林産 経 営
（ 林 業 ）

広島県広島市 日新林業　株式会社（代表　加計　
正弘）

全国林業経営推奨行事

水産 生 活
（多面的機能・環境保全）

三重県鳥羽市 鳥羽磯部漁業協同組合答志支所青壮
年部（代表　橋本　政幸）　

第 14 回全国青年・女性漁業
者交流大会

むら
づくり

む ら づ く り
活 動

佐賀県小城市 小城町農産物直売所「ほたるの郷」
（代表　宮島　壽一）

第 31 回豊かなむらづくり全
国表彰事業

２　内閣総理大臣賞受賞者
部　門 出品財 住所 氏名等 表彰行事
農産 経 営

（ 小 麦 他 ）
北海道江別市 片岡　弘正＊

片岡　八重子
第 38 回日本農業賞

園芸 経 営
（カーネーション）

長崎県諫早市 長崎県央農業協同組合諫早カーネー
ション部会（代表　江頭　富春）

第 38 回日本農業賞

畜産 経営肉用牛繁殖 大分県玖珠郡九重町 鷲頭　栄治＊
鷲頭　洋子　

平成 20 年度全国優良畜産経
営管理技術発表会

蚕糸・
地域特産

経 営
（ 茶 ）

鹿児島県志布志市 上室　義和 鹿児島県茶経営改善コンクー
ル

林産 産 物
（ 乾 椎 茸 ）

岩手県下閉伊郡山田町 芳賀　榮三 第 42 回全農乾椎茸品評会

水産 産 物
（ 水 産 練 製 品 ）

熊本県熊本市 ふくとく　株式会社（代表　太田　
福一）

第 61 回全国蒲鉾品評会

むら
づくり

む ら づ く り
活 動

沖縄県糸満市 糸満市喜屋武集落
（代表　慶留間　清栄）

第 31 回豊かなむらづくり全
国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名の表彰である。

３　日本農林漁業振興会会長賞受賞者
部　門 出品財 住所 氏名等 表彰行事
農産 経 営

（ 水 稲 ）
茨城県坂東市 有限会社　アグリ山㟢

（代表　山㟢　正志）
第 58 回全国農業コンクール

園芸 経 営
（ 露 地 野 菜 ）

東京都練馬区 練馬区農業体験農園園主会
（代表　白石　好孝）

第 38 回日本農業賞
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畜産 技 術・ ほ 場
（ 放 牧 ）

青森県むつ市 鈴木　悦雄＊
鈴木　栄子

全国草地畜産コンクール

蚕糸・
地域特産

経 営
（ ホ ッ プ 他 ）

岩手県九戸郡軽米町 大内藏　久 第 40 回岩手県特産農作物生
産振興共進会

林産 産 物
（ 木 材 ）

岐阜県下呂市 有限会社　倉地製材所
（代表　倉地　貞之）

第 36 回ＪＡＳ製材品普及推
進展示会

水産 経 営
（流通・消費拡大）

大分県佐伯市 漁村女性起業化グループ「めばる」
（代表　桑原　政子）

第 14 回全国青年・女性漁業
者交流大会

むら
づくり

む ら づ く り
活 動

島根県雲南市 槻之屋振興会（代表　斎藤　文隆） 第 31 回豊かなむらづくり全
国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名の表彰である。

Ⅱ　農林水産祭むらづくり部門（第 31 回豊かなむらづくり全国表彰事業）農林水産大臣賞受賞者団体

 農林水産大臣賞受賞者名 所在地 天皇杯等三賞
 （東北ブロック）
 ○三戸町貝守集落 青森県三戸郡三戸町
 　第 12 区自治会 岩手県一関市
 　木の根坂地区自治会 山形県最上郡鮭川村 

 （関東ブロック）
 　布里田中の地域資源を保全する会 埼玉県秩父市
 　高沢集落 長野県上水内郡信濃町
 ○南伊豆町農業振興会 静岡県賀茂郡南伊豆町
 （北陸ブロック）
  ○農事組合法人　新庄わいわい楽舎 福井県三方郡美浜町
 （東海ブロック）
 ○かみのほゆず生産組合 岐阜県関市 

 （近畿ブロック）
  ○保津町自治会 京都府亀岡市
 　両来住郷協議会 兵庫県小野市
 （中国四国ブロック）
 ○槻之屋振興会 島根県雲南市 日本農林漁業振興会会長賞
 　農事組合法人　ネオ・アシスタント淳風 岡山県瀬戸内市
 　であいの里　蜷川 高知県幡多郡黒潮町 

 （九州ブロック）
 　合馬校区まちづくり協議会地域振興部会 福岡県北九州市 
 ○小城町農産物直売所「ほたるの郷」 佐賀県小城市 天皇杯 
 　両併地区 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 

 （北海道・沖縄ブロック）
 ○糸満市喜屋武集落 沖縄県糸満市 内閣総理大臣賞

（注）○印は各ブロックの最優良事例である。

第４節　栄　典　関　係

農林水産業及び食品産業など関連産業の発展等に努
め、特に功績顕著であるものとして、春秋の叙勲及び
褒章を授与された者は次のとおりである。

１　春　秋　叙　勲

ア　平成21年4月29日（111名）

旭日中綬章（２名）
旭日小綬章（11名）
旭日双光章（27名）
旭日単光章（35名）
瑞宝重光章（１名）
瑞宝中綬章（９名）
瑞宝小綬章（15名）
瑞宝単光章（11名）

イ　平成21年11月３日（96名）
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旭日重光章（１名）
旭日中綬章（２名）
旭日小綬章（10名）
旭日双光章（28名）
旭日単光章（25名）
瑞宝中綬章（６名）
瑞宝小綬章（11名）
瑞宝双光章（１名）
瑞宝単光章（12名）

２　春　秋　褒　章

ア　平成21年４月29日（46名）
黄綬褒章（32名）
藍綬褒章（14名）

イ　平成21年11月３日（49名）
緑綬褒章（１名）
黄綬褒章（31名）
藍綬褒章（17名）

第５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
合員の負託にこたえ、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21年度の検査方針

農林水産省においては、平成21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連合会については原
則毎年検査を実施。また、それ以外の系統組織等に
ついては、原則として2 〜 5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　検査実施に当たっての留意事項
鉉　法令等遵守態勢の確立、不正・不祥事件の再発

防止、財務状況の健全性の確保について重点的な
検査の実施
鉤　会計基準の明確化、経営環境の悪化、食の安全

確保等法令や経済情勢の変化に対応した検査の実

施
鉈　社会的影響の大きい団体等に対する重点的な検

査の実施
銕　都道府県からの要請があった場合の要請・連携

検査の最大限の受け入れ
ウ　検査重点項目
鉉　役職員の法令等遵守態勢の確保及び内部統制の

確立
鉤　不正・不祥事件の再発防止等の取組状況の検証
鉈　財務状況の健全性確保の検証（信用・共済事

業の自己査定及び償却・引当の適切性の検証を含
む。）
銕　内部監査及び監事監査の実施状況の検証

３　検査体制の強化等

検査方針に則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　検査従事者の人員（21年度末）

本省88人（20年度末85人）
地方農政局60人（20年度末60人）
　　　　　　　（沖縄総合事務局２名を含む。）

イ　研修実績
鉉　協同組合検査職員研修
　　　初任者研修（基礎コース）	 ５日間	 165名
　　　応用資産査定演習（中堅向け）	３日間	 87名
　　　中堅総合研修	 ４日間	 67名
　　　アップ・トウ・デイト研修	 ３日間	 31名
　　　初任者研修（発展コース）	 ５日間	 119名
　　　金融商品・会計研修	 ５日間	 68名
　　　春期協同組合検査部部内研修	 ２日間	 24名
　　　秋期協同組合検査部部内研修	 ５日間	 ３名
鉤　検査能力養成研修
　　　事前研修	 ５日間	 14名
　　　インターン研修	 10日間	 12名
鉈　通信教育
　　　証券アナリストコース	 8 ヶ月間	 ２名
　　　宅地建物取引主任者コース	 ６ヶ月間	 ２名
　　　協同セミナー通信教育コース	３ヶ月間	 14名

４　検査の実績等

21年度の農林水産省の検査における指摘事項として
は例えば次のようなものがあり、また検査実績は表１
のとおりである。
ア　法令等遵守態勢の整備・強化
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イ　不正・不祥事件の未然防止等への対応
ウ　個人情報保護・貯金者データ整備の適正化

表１　協同組合検査実績
	 対象機関数	 検査実施組合数	 実施率	 延日数	 延人日数
	 農業協同組合連合会等	 180	 78	 43.1	 939	 5,636
	 森林組合連合会	 47	 15	 31.9	 170	 534
	 水産業協同組合連合会等	 88	 45	 51.1	 491	 2,025
	 農業信用基金協会	 47	 17	 36.2	 137	 446
	 漁業信用基金協会	 42	 17	 40.5	 124	 300
	 合計	 404	 172	 42.6	 1,861	 8,941

エ　資産の自己査定及び償却・引当の適正化
オ　信用リスク管理態勢の整備・強化

第６節　情報の受発信

１　ホームページ、メールマガジン

ホームページ、メールマガジンについては、インター
ネットの普及に伴い、省の代表的な情報受発信手段の
一つとして位置づけ、積極的な活用を行った。

ホームページでは、利用者の立場で分かりやすいコ
ンテンツ作成に努めた。

なお、平成21年度の省のトップページアクセス件数
は、804万件であった。（参考：平成20年度トップペー
ジアクセス件数、799万件）

メールマガジンでは、農林水産施策に関心のある者
に対し、農林水産施策情報を積極的かつきめ細かく、
提供するため、農林水産省メールマガジンを毎週金曜
日に、合計51回発行した。

平成21年度末農林水産省発行のメールマガジンは53
誌、読者は述べ20万４千人となった。（参考：平成20
年度末時点の農林水産省メールマガジン発行数39誌、
読者は延べ19万６千人）

２　定期刊行物等

⑴　農林水産省広報誌「aff（あふ）」
農林水産省広報誌「aff」は、主たる読者層を消費者

として、農林水産業における先駆的な取り組みや農山
漁村の魅力、食卓や消費の現状などを掲載した。毎月
20,000部発行し、全国の消費者団体、食育関係者、公
立図書館、自治体、大学、報道機関等に配布するとと
もに、毎月省のホームページにも掲載した。

また、誌面内容の企画、改善のため、毎月読者アン
ケートを同封し、読者の反応や意見・感想の把握を行っ
た。

さらに、特徴的な取り組みとして、入省後間もない
若手職員が、先進的経営を行っている生産者のもとに

約１か月間滞在しながら農林水産業の現状を学ぶ農村
派遣研修を取材し、研修先の家族や後継者との邂逅の
模様を記事として掲載した。

また、入省希望者への配布資料としてこの掲載記事
を再編集した、「aff＋（あふプラス）」を発行した。

⑵　農林水産省年報
平成20年４月１日から平成21年３月31日までの農林

水産省の取組、農林水産省施策を取りまとめ、農林水
産省年報20年度版として発行し、ホームページにも掲
載した。

⑶　農林水産広告賞
㈱宣伝会議発行の雑誌「ブレーン」誌上等において、

「農業」をテーマとしたコピー部門、ポスターデザイ
ン部門の作品の募集広告を掲載し、情報への感度が高
く発信力もある読者層（若手クリエイター等）に「農
業」について考える機会を提供した。結果、最終的に
11,812点（コピー部門11,160点、ポスターデザイン部
門652点）の応募があり、応募作品中から各部門の受
賞作品を決定し、同誌上で発表した。

⑷　省　　内　　報
省内コミュニケーションの活性化、ビジョン・ステー

トメントの浸透・実行の円滑化、個人としての人間力
の向上等を目的として、省内報「まふのわ」を発行。
地方職員等へのインタビュー記事や省内各課の仕事紹
介を中心に掲載した。
（平成20年５月19日創刊、平成21年度は24号発行）

３　地域での取組

全国の地方農政局及び農政事務所では、農林水産施
策の内容とその実行過程の透明性を図り、国民の施策
に対する理解の醸成を目的として、地域の説明会・会
議への参画、国民への個別訪問等により、直接、消費者、
生産者、オピニオンリーダー、地方公共団体、農協等
関係団体に対し、農林水産施策の情報を丁寧で分かり
やすく説明するとともに、これら施策に対する国民各
層の意見・要望や現地情報を収集する取組を行った。
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また、都道府県、農協等から発信されている地域の
農林水産関係情報を国民が容易に入手できるよう、各
地方農政局等のホームページ上の専用サイト（地域情
報ネットワーク）から、情報発信を行った。

４　内閣府政府広報との連携

内閣府政府広報室において、政府の施策等について、
国民からの理解と協力を得ることを目的として、各種
媒体による広報活動を行うとともに、国民の政府に対
する意見・要望を把握するため、国政モニターによる
広聴活動及び国民に対する意向調査を行っている。

平成21年度に行った当省関係の政府広報の主なもの
は次のとおりである。

⑴　テ　　レ　　ビ
ア　「そこが聞きたい！ニッポンの明日」

フジテレビ日曜日8:55 〜 9:00他28局
（大臣が出演し、政府が進めている施策のポイ

ントを１問１答形式で解説する。）
○　赤松大臣が3月に2週連続で出演し、食料自給

率向上への取組みについて解説した。
イ　「新ニッポン探検隊！」

日本テレビ日曜日6:30 〜 6:45他30局
（身近な情報を取材VTRによる“探検リポート”

や有識者等のインタビューを交えながら紹介す
る。）
○　耕作放棄地の解消等9件

ウ　「ご存じですか」〜くらしナビ最前線〜
日本テレビ月・金曜日11:25 〜 11:30他30局
（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、各府省の担当者や有識者
等が出演し、主婦層を主な対象に解説する。）
○　食品ロスの削減に向けて等5件

エ　「キク！みる！」
フジテレビ金曜日22:52 〜 11:00他1局
（暮らしに関係の深いタイムリーな話題を取り

上げ、取材VTRにより分かりやすく紹介する。）
○　ペットフードの安全確保の取組等2件

オ　「峰竜太のナッ得！ニッポン」
BS朝日月曜日21:00 〜 21:30（再放送：日曜日

11:00 〜 11:30）
（政府が現在取り組んでいる施策について、取

材VTRを挟みながらゲストとのトークやクイズ
を実施し、幅広い年齢層を対象に紹介する。）
○　国民参加の森林づくり等7件

カ　「中西哲生のJustJapan」
テレビ神奈川土曜日22:00 〜 22:30他15局

（国民生活に密着した施策について、取材VTR
を含むスタジオトークにより、わが国が直面して
いる諸課題についての理解を深める。）
○　めざましごはんキャンペーン等8件

⑵　ラ　　ジ　　オ
ア　「栗村智のHAPPY ！ニッポン！」

ニッポン放送土曜日7:00 〜 7:30他10局
（暮らしに関係の深い行政の話題について、有

識者等とのトークを中心に国民各層を対象に分か
りやすく解説する。）
○　地球温暖化防止に貢献する地域材の利用等2

件
イ　「中山秀征のBEAUTIFULJAPAN!」

（若い世代に関心のあるテーマを取り上げ、トー
クとCMを通じて施策の基本を解説する。
○　違法伐採問題と合法木材等3件

⑶　出　　版　　物
ア　「Cabiネット」（Ａ4変形判、21年度は12回発行。

総理の動きや政府の施策を分かりやすく伝えるビ
ジュアル誌。）

○　森林づくり
⑷　政府インターネットテレビ

「耕作放棄地の解消」をテーマに作成し、掲載した。
⑸　広　聴　活　動

国政モニター随時報告
「農林水産業の再生と今後の水産業」や「新規農

業従事者を支援する政策を」の2件のモニターから
の質問について、回答した。

第７節　行政情報化の推進

１　電子政府の推進

電子政府の推進については、｢電子政府推進計画｣
（平成18年8月31日各府省情報化統括責任者（CIO）連
絡会議決定。平成20年12月25日一部改定。）及び ｢オ
ンライン利用拡大行動計画｣（平成20年9月12日高度情
報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略本部）
決定。）に基づき、①国民や企業による利用頻度の高
い行政手続のオンライン利用の促進、②利用率が低調
な行政手続についてのオンライン利用を見直すメリハ
リの効いた対応、③各府省共通業務・類似業務におけ
る共通システムの利用や業務・システムの一元化・集
中化等の業務・システム最適化を行うため、以下の取
組を実施した。
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⑴　オンライン利用の促進
IT戦略本部により決定された「オンライン利用拡

大行動計画」において国民や企業による利用頻度が高
いとして掲げられている重点手続（①指定検疫物の輸
入届出、②輸入植物等の検査の申請、③採捕数量等の
報告）を中心に、オンライン利用を促進する取組を実
施した。

⑵　メリハリの効いた対応
｢e-Gov電子政府の総合窓口｣ を通じたインターネッ

トによる申請等の受付を行っていた「農林水産省電子
申請システム」については、その利用者が少ないこと
から、IT戦略本部の電子政府評価委員会などより運
用を廃止すべき旨の評価を受け、その評価を真摯に受
け止め、平成22年3月末日をもってシステムを廃止し
た。

⑶　業務・システムの最適化
「生鮮食料品流通情報データ通信システム」及び「農

林水産省情報ネットワーク（共通システム）」につい
ては、各最適化計画に基づき、システムの企画、設計・
開発を実施し、平成21年度中に最適化を完了した。

２　セキュリティ対策

「政府機関の情報セキュリティ対策の強化に関する
基本方針」及び「政府機関の情報セキュリティ対策の
ための統一基準」に基づき、農林水産省における情報
セキュリティの確保及びその向上を図るため、情報の
格付け及び取扱制限に関するマニュアルを整備し、職
員に対する情報セキュリティレベルの向上に努めた。

第８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21年度食料・農業・農村の動向」及び「平
成22年度食料・農業・農村施策」を平成22年６月11日
に閣議決定し、同日付けで第174回国会に提出した。

我が国の農業・農村をめぐる厳しい状況を打開し、
「食」と「地域」の早急な再生を図るために進めてい
る主要施策について、国民の関心と理解を一層深める
ことを狙いとして作成した。

冒頭の特集では、「新たな農政への大転換」と題し、
食料・農業・農村基本法策定以降、これまで講じられ
てきた食料・農業・農村施策や動向を紹介するととも
に、平成22年３月に策定された「新たな食料・農業・
農村基本計画」の内容について記述した。「トピックス」

では、この1年の特徴的な動きとして、「戸別所得補償
モデル対策の実施」を紹介した。本編では、第1章で「食
料自給率と食料安全保障」、第２章で「食料消費、食
生活、食の安全」、第３章で「農業」、第４章で「農村」
をそれぞれ取り上げ、主な動向について記述した。特
に、以下の点について力点をおいて、当該分野の動向
を分析、記述した。

特集：これまでの食料・農業・農村施策、新たな食
料・農業・農村基本計画

トピックス：戸別所得補償モデル対策の実施
第１章：世界の食料事情と農産物貿易の動向、食料

自給率の動向とその向上への取組、総合的な食料安全
保障の確立、農産物貿易交渉の動向

第２章：食料消費と食品産業の動向、食生活上の課
題と食育の推進、食の安全と消費者の信頼の確保

第３章：国内農業生産の動向、農業経営の動向と農
業生産を支える経営体・農地等をめぐる状況、農業所
得増大のための取組、女性の経営・社会参画のための
取組、高齢農業者の活動状況、持続可能な農業生産を
支える取組、研究・技術開発の取組

第４章：地域社会・農村地域の現状と課題、集落機
能の維持と多様な地域資源・環境の保全、地域資源の
活用と２次・３次産業との融合等による農業・農村の
６次産業化の推進、都市と農村の交流・人材の育成

また、読者にとって一層分かりやすく親しみやすい
ものとなるよう、今回から、「ですます」調に表現を
改めるとともに、これまで西暦のみとしていた年号に
ついて和暦と西暦を併記するなどの工夫をし、事例や
コラムも多用し、現場等に対する理解を促進した。

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、食料供給に
関係する各種産業の経済活動を数量的に把握すること
を目的とし、考え方及び推計方法は、「産業連関表」
及び「国民経済計算」に準拠している。

この経済計算は①農・漁業（きのこ等特用林産物を
含む。）及び食料関連産業の生産活動の結果をマクロ
の視点から把握した「農業・食料関連産業の経済計算」、
②農業部門の経済を生産と投資の両面から捉えた「農
業の経済計算」等から構成されている。

平成21年度においては、平成19年度版を公表した。
平成19年度の農業・食料関連産業の国内総生産は45兆
762億円であった。農業・食料関連産業は、全体の国
内総生産（GDP）の8.7％を占めており、農業は0.9％
を占めている。
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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・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21年度においては、「平成7-12-17年接続産業連
関表」の作成を行い、平成22年３月に公表した。

第９節　農林水産省図書館

１　収　　　　書

平成21年度に購入等により新たに収集した図書館資
料数は、図書1,848冊、DVD及びビデオテープ63タイ
トル、CD-ROM120タイトルである。

21年度末における図書館資料数は、図書187,749冊、
DVD及びビデオテープ2,674タイトル、CD-ROM1,222
タイトルである。

また、21年度の新聞・雑誌の購読数は935種（国内
821種、外国114種）である。

２　納本及び配付

平成21年度に国立国会図書館法に基づき、農林水産
省が発行した資料（以下「農林水産省発行資料」とい
う）の国立国会図書館への納本数は396種である。

また、他府省及び国内外の関係機関に対して、農林
水産省発行資料の配付を行った。

３　利　　　　　用

平成21年度の来館者数は34,620人、図書館資料の貸
出冊数は9,186冊であった。

また、当館と国立国会図書館並びに各府省の図書館
間での図書館資料の貸し借りは451冊（貸出109冊、借
受342冊）であった。

４　情報システムの活用

図書館利用者に対する利便性を向上させるため、平
成21年４月から林野庁図書資料館とシステムを共有化
し、統一した図書貸出カードで図書・資料の貸借など
が行えるようにした。

また、インターネットから利用できるサービスとし
て、図書館資料の目録情報及びデジタル化した農林水
産省発行の資料の閲覧・検索等のサービスを提供して
いる。

なお、21年度は303冊の農林水産省発行資料のデジ
タル化を行った。この結果、21年度末におけるデジタ
ル化した件数は2,606件である。

５　電子・映像情報室

パソコン、ビデオデッキ、DVDプレイヤー、モニター
等の機器を設置し、電子・映像資料の視聴の場を提供
している。

第10節　食料の安定供給の確保

１　食料自給率等の動向

⑴　食料自給率の動向
我が国の食料自給率は、カロリーベースにおいて、

昭和40年度の73％から長期的に低下傾向で推移し、平
成21年度は前年度から1ポイント低下して40％となっ
た。

一方、生産額ベースにおいても昭和40年度の86％か
ら長期的に低下傾向であるが、平成21年度は5ポイン
ト上昇し70％となった。

⑵　食料消費の動向
我が国の食料消費は、高度経済成長期における所得

水準の向上等を背景にして量的に拡大するとともにそ
の内容も大きく変化してきた。具体的には、米の消費
が減少する一方で、肉類、牛乳・乳製品、油脂類等の
消費が増加してきた。

国民１人・１日当たり供給熱量は、昭和35年度の
2,291kcalから39年度に2,400kcal台、43年度に2,500kcal
台へと速いテンポで増加したが、その後、増加傾向
は緩やかになり平成8年度の2,670kcalをピークに、近
年は減少傾向にある。このような中、平成21年度は、
2,436kcal（対前年度36kcal減）となった。

たんぱく質、脂質、糖質による供給熱量の割合（PFC
供給熱量比率）は、昭和35年度にはP：12.2％、F:11．
4％、C：76.4％であった。その後、急速に脂質の割合
が増加したが、ここ数年は健康志向の高まり等から減
少しており、平成21年度は、P：13.0％（対前年度同）、F：
28.4％（同0.5ポイント減）、C：58.6（同0.5ポイント増）
となった。

なお、平成21年度の品目別の消費量（国民１人・１
日当たり供給純食料）についてみると、前年度と比べ、
小麦、みかん等が増加し、野菜、りんご、牛乳・乳製
品、魚介類等が減少した。
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⑶　食料自給率向上のための国民運動及び新たな目標
の設定

食料自給率目標達成のためには、生産面での取組の
みならず、消費面での食料自給率向上に向けた取組が
大切であり、国民一人ひとりが、食料自給率の向上の
重要性を認識し、考え、行動を起こすことが不可欠で
ある。

このような取組を推進するために、平成20年10月、
関係者が一体となって推進する食料自給率向上に向け
た国民運動「フード・アクション・ニッポン」を立ち
上げた。この国民運動の中で、地元農産物の選択をは
じめとする５つのメッセージをもとに、食料自給率の
現状や食料自給率を高めていくことの意義について普
及・啓発を行うとともに、実際の国産農産物の消費拡
大等につなげるために、国の広報と民間事業者独自の
販売促進活動等を連動させる取組を行った。この中で
平成21年10月には米粉の認知拡大を図り、消費量の増
大及び食料自給率向上につなげることを目的に米粉倶
楽部を立ち上げた。これらの取組の結果、食料自給率
の重要性についての国民の理解は浸透し、国民運動の
趣旨に賛同し具体的な取組を進める企業・団体等（推
進パートナー）は平成21年度末で3,017社（うち283社
は米粉倶楽部にも参加）と着実に増加している。

また、平成22年３月には、新たな食料・農業・農村
基本計画を策定し、平成32年度にカロリーベースで
50％、生産額ベースで70％という食料自給率目標を設
定した。

表2　食料自給率等
（平成21年度）

供給熱量ベー
スの総合食料
自給率（％）

40
国産熱量　964kcal

供給熱量　2,436kcal

生産額ベース
の総合食料自
給率（％）

70
食料の国内生産額　9.8兆円

食料の国内消費仕向額　14.1兆円

飼 料 自 給 率
（％） 26

PFC供給熱量比率（％）
　　　　P（たんぱく質）
　　　　F（脂質）
　　　　C（糖質）

13.0
28.4
58.6

品目別自給率
（％）

国民1人・1年当たり
供給純食料（kg）

米 95 58.5

小麦 11 31.8

大豆 6 6.5

野菜 83 91.7

果実 41 39.3

肉類 58（8） 28.6

鶏卵 96（10） 16.5

牛乳・乳製品 71（30） 84.8

魚介類 53 30.0

※（　）内は飼料自給率を考慮した値。

２　不測時の食料安全保障

食料・農業・農村基本計画に基づき策定された、「不
測時の食料安全保障マニュアル」（平成14年3月策定。
以下 ｢マニュアル｣ という。）を、国民に普及・啓発
するため、パンフレット、ホームページ等による情報
提供を行った。

３　食料需給等の動向と見通し

国内外の食料需給動向に関する情報の収集・分析及
び提供の一環として、世界の主要穀物等の需給動向を
分析した「海外食料需給レポート（MonthlyReport）」
を毎月公表した。また、10年後の世界の食料需給見通
しを定量的に予測･分析した「2019年における世界の
食料需給見通し」を平成22年２月３日に公表した。さ
らに、これらの分析に我が国の農産物貿易の動向など
を加え、総合的に分析した「海外食料需給レポート
2009（年報）」を平成22年３月29日に公表した。

また、30年〜 50年後の世界の超長期食料需給予測
を行うためのシステム開発手法の検討と開発協力研究
者とのネットワークを構築した。

４　新型インフルエンザへの対応

メキシコ等で発生した豚インフルエンザ由来の新型
インフルエンザに関して、平成21年4月28日、政府の
新型インフルエンザ対策本部設置を受け、農林水産省
新型インフルエンザ対策本部を設置した。政府におい
て決定された「基本的対処方針」等に基づき、国民に
対して的確な情報提供を行う等の対応を行った。
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第11節　資源・環境対策の推進

１　バイオマス利活用の加速化

バイオマスに係る施策は、政府が一体となって取り
組むべきとの観点から、「バイオマス・ニッポン総合
戦略」（平成14年12月閣議決定、平成18年3月改定）に
基づき進められている。

⑴　バイオマス活用推進基本法
「バイオマス活用推進基本法」（平成21年法律第52号）

が平成21年６月に公布され、平成21年９月に施行され
た。

本法では、バイオマスの利活用による農山漁村の活
性化等のバイオマス活用の推進に関する基本理念を示
し、それに基づく国や地方公共団体等の責務が規定さ
れている。また、政府はバイオマス推進施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、バイオマス活用推進基
本計画を策定すると規定されていることから、関係府
省で構成されるバイオマス活用推進会議やバイオマス
活用推進専門家会議において、バイオマス活用推進基
本計画策定に向けた検討が進められている。

⑵　国産バイオ燃料等の利用促進
国産バイオ燃料の生産拡大は、地球温暖化防止及び

循環型社会の形成のみならず、農林水産物のエネル
ギー利用という新たな領域を開拓し、農山漁村の活性
化にも貢献するものとして期待が寄せられている。

このような観点から、平成19年２月に「国産バイオ
燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表」を作成し、平
成23年に国産バイオ燃料を５万kl生産する目標が立て
られた。

この工程表の着実な実施を図るため、農林水産省で
は、原料の調達からバイオ燃料の製造・販売まで地域
の関係者が一体となって大規模実証事業を進めてい
る。バイオエタノールについては年間3.1万klの生産を
目標として、また、バイオディーゼル燃料については
年間約１万klの生産を目標としてそれぞれ取り組んで
いる。特に、バイオエタノールについては平成21年度
に実証プラントが本格稼働を始めたところであり、北
海道２地区、新潟１地区の計３地区において年間約1.5
万klが製造され、ETBE方式または直接混合方式でガ
ソリンと混合したバイオエタノールガソリンの販売が
開始されている。

また、バイオ燃料の生産拡大による食料供給への影
響を考慮し、国内に豊富に賦存する稲わら等の未利用
バイオマス活用のために、ソフトセルロース系原料の

収集・運搬からバイオ燃料の製造・利用まで一貫した
技術の確立を行う実証事業を4地区で実施している。

さらに、平成21年度補正予算として、先進的なバイ
オマス利活用技術の加速的な導入を図るための技術実
証（基金事業、平成23年度まで）を10地区採択した（そ
の他、農林水産業関連施設への太陽光パネルの導入を
支援する事業を12地区で実施）。

また、バイオ燃料の生産・利用拡大を推進する措置
として、バイオエタノール混合ガソリンに係るバイオ
エタノール分のガソリン税の免税措置を講じている。

平成22年度予算では、総合的、一体的かつ効果的な
バイオマスの活用推進を図るため、「バイオマス利活
用加速化対策」を措置することとした。

⑶　農林漁業バイオ燃料法
「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」（平成20年法律第45号）
が平成20年10月に施行された。

本法は、バイオマスの生産者である農林漁業者等と
バイオ燃料製造業者が連携した取組に関する計画、バ
イオマスの生産及びバイオ燃料の製造の高度化に向け
た研究開発に関する計画を認定するものである。

本法の支援措置として、農林漁業者に対する農業改
良資金等の償還期間の延長、バイオ燃料製造業者に対
する中小企業投資育成株式会社法の特例、研究開発を
行う者に対するバイオ燃料向けの新品種に係る種苗法
の出願料・登録料の軽減措置等が講じられている。

さらに、認定計画に従って新設されたバイオ燃料製
造設備に係る固定資産税の課税標準を３年間1/2に軽
減する税制の特例措置も講じられている。

本法に基づく認定計画は、平成22年３月末時点で８
件となり、バイオ燃料生産拡大に貢献している。

⑷　バイオマスタウンの推進
地域のバイオマスを総合的に利活用するバイオマス

タウンについては、平成22年３月末時点で構想策定地
区数が268となり、平成22年度末に300地区のバイオマ
スタウン構築に向けて、着実な進展が図られている。

平成21年度は、前年に引き続き全国９地区において
「地域バイオマス発見活用協議会」を設置し、地域の
未利用バイオマスの調査、国産バイオ燃料に関する意
向調査や説明会の開催等を実施した。

さらに、バイオマスタウン構想の策定・実現や、バ
イオ燃料の利活用に当たり、豊富な技術的知見を有
し、関係者間の調整等地域の取組をコーディネートす
る「現場で働くことのできる」人材の育成を実施した。

また、東アジア地域におけるバイオマスタウン構想
普及支援では、タイ、ベトナムにおいて現地でのワー
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クショップの開催等を実施し、地元行政機関によるバ
イオマスタウン構想案が作成された。

２　農林水産分野における地球温暖化対策の
推進

IPCC（Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	
Change：気候変動に関する政府間パネル）の報告書
によれば、地球温暖化は加速的に進行しており、農林
水産業にも深刻な影響が生じると予測されている。我
が国においても、一部の農作物で高温障害等の発生が
問題となっている。

また、世界全体での地球温暖化対策の推進に資する
ため、我が国の農林水産技術を活用した国際協力が重
要である。

さらに、我が国の平成20年度の温室効果ガス総排出
量は、基準年比で約1.6％増加している。

このような状況を踏まえ、農林水産省では平成20年
７月29日に改定を行った「農林水産省地球温暖化対策
総合戦略」に基づき、
①　地球温暖化防止策（森林吸収源対策や農林水産分

野の排出削減対策等）
②　地球温暖化適応策（品種の開発や栽培体系の見直

し等）
③　農林水産分野での国際協力（地球温暖化防止策及

び適応策の技術を活用した国際協力）
に取り組むこととしている。今後、同戦略に基づき、
農林水産分野における地球温暖化対策を総合的に推進
し、京都議定書6％削減約束の確実な達成に努めてい
くこととしている。

また、2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比
25％削減という地球温暖化対策の中期目標の達成に向
け、10月に農林水産省地球温暖化対策本部（本部長：
赤松農林水産大臣）を開催し農林水産分野における温
室効果ガス排出削減・効果等について検討を行った。

４月には、「農林水産業における排出量取引の国内
統合市場の試行的実施等推進検討会」を設置し、農林
水産業における排出量取引等への参加を推進するとと
もに、農林水産業から発生するメタンや一酸化二窒素
等の温室効果ガス排出抑制に向けた取組を促進するた
めの方法等について検討を行った。平成21年８月には
検討結果を取りまとめ、農業からのメタン及び一酸化
二窒素排出削減の取組の取引対象化や農林水産分野独
自のアグリゲーター（クレジット取りまとめ事業者）
の創設等について推進していくこととしている。

また、地球温暖化防止策の一つである「ＣＯ２の見

える化」に関しては、カーボンフットプリント（製品
のライフサイクル全体で排出された温室効果ガス排出
量を合算し、それをＣＯ２排出量に換算して表示した
もの）の算定表示を支援するモデル的事業を実施し、
実際に米や花などの品目において商品への表示がなさ
れた。

３　農林水産分野における生物多様性保全の
推進

「農林水産省生物多様性戦略」（平成19年７月農林水
産省新基本法農政推進本部決定）及び「生物多様性国
家戦略2010」（平成22年３月閣議決定）に基づき、有
機農業をはじめとする環境保全型農業の推進、生物多
様性に配慮した生産基盤整備の推進、間伐等による森
林の適切な整備・保全、藻場・干潟の造成・保全等、
生物多様性保全をより重視した農林水産施策を推進し
ていく。また、平成20年度より引き続き農林水産業と
生物多様性の関係を定量的に計る指標の開発を行い、
平成21年度には延べ274地点の水田や畑において、200
万個体以上の生物を調査の対象とした。

また、生物多様性の保全を重視した農林水産業の生
産活動を国民に分かりやすくアピールし、農林水産業
に対する理解の促進を図る「生きものマーク」につい
て、各地の取組事例やその活用のための手引きを「生
きものマークガイドブック」として平成22年３月にと
りまとめた。今後、これらの活用を通じて、生きもの
マークの取組がより多くの地域で行われるよう推進し
ていく。

平成22年10月に名古屋で開催される生物多様性条約
第10回締約国会議（COP10）（議長：環境大臣）では
遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）についての
国際ルールの策定や2010年以降の新たな国際目標（ポ
スト2010年目標）の策定が主要議題となっている。こ
うした重要な国際会議が我が国で開催されることを契
機として、平成21年10月にとりまとめられた農林水産
省生物多様性戦略検討会からの提案を受け、我が国農
林水産業が生物多様性保全に果たす役割について国内
外に発信し、理解を得ていくこととしている。

また、COP10に先立って開催されるカルタヘナ議
定書第５回締約国会議（MOP5）（議長：農林水産大臣）
においては、遺伝子組換え生物の国境を越える移動か
ら生ずる損害の「責任と救済」に関する国際ルール
が主要議題となっており、我が国は議長国としてリー
ダーシップを発揮することが求められている。



第１章　大　臣　官　房 －41－

大
臣
官
房

第12節　農林水産政策研究

１　研究の推進状況

農林水産政策研究所は、農林水産政策に関する総合
的な調査及び研究を行うことを使命とし的確かつ効率
的に調査研究を実施するため、「農林水産政策研究所
政策研究基本方針」に基づき政策研究を進めている。
近年の農林水産業、農林水産政策をめぐる諸情勢の変
化に機動的に対応するため、平成19年度に領域・チー
ム制を正式に導入したところであり、21年度において
も引き続きこの体制のもとで、行政部局と連携をとり
つつ研究を推進するとともに、大学等外部に公募する
委託研究の枠組みを21年度から開始した。

２　主要政策研究実施課題

⑴　行政対応特別研究
行政部局からの具体的な要請に対応して以下の政策

研究を実施した。
ア　二国間交渉の戦略的対応に資するためのEPA締

結の影響及び関係国の政策の分析
イ　国産牛肉に関する価格・流通構造の分析
ウ　教育交流による農村地域の振興への波及効果分析

⑵　プロジェクト研究
重点的な政策研究課題として以下のプロジェクト研

究を実施した。
ア　効果的な農村活性化に向けた多様な主体との連携

モデルの構築に関する研究（平成21年度〜 23年度）
イ　世界の食料需給の中長期的な見通しに関する研究
（平成20年度〜 22年度）

ウ　水田・畑作経営所得安定対策導入に伴う農業経営・
農地利用集積等の動向の分析（平成19年度〜 21年
度）

エ　新たな農林水産環境政策の社会経済的影響評価に
関する研究（平成19年度〜 21年度）

⑶　所内プロジェクト研究
研究所の専門性及び知見を活かした基礎的・先導的

研究として以下の政策研究を実施した。
ア　主要国の農業政策決定プロセス等に関する分析
イ　食品の生産・流通構造の変化を踏まえた農産物供

給のあり方に関する分析
⑷　農林水産政策科学研究委託事業（委託研究）
外部の研究者の幅広い知見を活用して行う研究とし

て以下のテーマで公募、採択して実施した。
ア　権利取引の農林水産業への適用可能性に関する法

経済学的視点からの分析
イ　食料・農業に関する国境を越えた企業行動の実態

とその国際貿易等への影響の分析

３　研究交流

⑴　客員研究員
農林水産政策研究所は、毎年外部の研究者を客員研

究員として任命し、その専門的知見により研究の推進
に有益な助言を得るようにしている。平成21年度は、
以下の者を総合的な視点からの助言を依頼する客員研
究員（総合）として任命したほか、36人の個別特定分
野ごとの客員研究員を任命し、専門的立場からの助言
を依頼した。
アグネス・チャン　歌手、教育学博士
小泉　武夫　　　　	食文化論者（東京農業大学名誉教

授、農学博士）
中島　隆信　　　　慶應義塾大学商学部　教授
原　　　剛　　　　早稲田環境塾　塾長
松谷　明彦　　　　政策研究大学院大学　教授

⑵　外国人招へい
農林水産政策研究所は、毎年海外の著名な研究者を

招へいし、当研究所の研究者との研究交流、セミナー
やシンポジウムの開催を行っている。平成21年度の主
な取組は以下のとおり。
ア　中国浙江大学より研究者を招へいし、「中国の食

糧貿易と食糧安全保障に関するセミナー」を行った
（平成21年9月）

イ　中国江蘇省社会科学院より研究者2名を招へいし、
中国農民専業合作組織の経済効果分析について研究
交流と意見交換を行った（平成22年3月）

ウ　フランス国立農学研究所及びドイツロストック大
学より研究者を招へいし、農林水産政策研究所シン
ポジウム「条件不利地域対策の現状と課題」を開催
した。（平成22年3月）

４　研究成果

農林水産政策研究所では、研究成果をホームページ
に掲載するとともに刊行物とし配布した。

⑴　機関誌等
ア　農林水産政策研究所レビュー

所の研究活動全般を広く一般に知らせる広報誌と
してNo.32（平成21年7月発行）〜 No.35（平成22年
3月発行）を刊行した。

イ　農林水産政策研究
研究成果の原著論文として論文、研究ノート、調

査・資料、書評を掲載する学術的資料として不定
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期に刊行する。本年度は第15号（平成21年6月発行）
〜第17号（平成22年1月発行）を刊行した。

ウ　農林水産政策研究叢書
統一的な課題による研究成果を書籍の形式に集大

成したものとして不定期に刊行する。本年度は第10
号（平成22年3月発行）を刊行した。

⑵　研究資料
研究実施課題に沿い実施された研究成果を取りまと

めた研究資料として、本年度は以下を刊行した。
行政対応特別研究［集落間連携］研究資料
（平成21年５月発行）中山間地域における集落間連

携の現状と課題－中山間地域等直接支払での複数
集落１協定に着目して－

行政対応特別研究［二国間］研究資料
第５号（平成21年８月発行）平成20年度カントリー

レポート　中国、ベトナム
第６号（平成21年８月発行）平成20年度カントリー

レポート　オーストラリア、アルゼンチン
第７号（平成21年８月発行）平成20年度カントリー

レポート　米国、EU
第８号（平成21年8月発行）平成20年度カントリー

レポート　韓国、インドネシア
世界食料プロジェクト研究資料

第１号（平成22年３月発行）平成20年度世界の食料
需給の中長期的な見通しに関する研究　研究報告
書

環境プロジェクト研究資料
（平成21年９月発行）バイオ燃料導入による諸効果

の定量的評価
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第１節　国際交渉への対応

１　WTO（世界貿易機関）

⑴　WTO協定の概要
ガットにおいては、1947年から1979年まで多角的貿

易交渉（ラウンド）が７回開かれ、各国の関税の引下
げ、貿易障壁の低減など多くの成果をもたらしてきた。

その後、1986年にウルグァイ・ラウンド（UR）が
開始され、1993年12月に実質合意された。そして、
1995年１月１日にWTO協定が発効し、米国、EC、豪
州、カナダ、日本などの主要国の加盟の下、世界貿易
機関（WTO）が設立された。

WTO協定は、世界貿易機関を設立するマラケシュ
協定（本体）と附属書1 〜 4からなり、農林水産関係
では、附属書1に農業協定、動植物検疫を規律する
SPS協定、林・水産物補助金を規律する補助金・相殺
措置協定（以下「補助金協定」）などが含まれる。

⑵　各委員会の主な活動
これらの協定に対応してWTOには各委員会が設け

られており、当省に関連する委員会としては、農業委
員会、SPS委員会、貿易と環境委員会などがある。
ア　農業委員会

農業委員会は、農業協定第18条に基づき、加盟各
国のUR約束の実施の進捗状況等について検討する
こととなっており、2009年度は4回開催された。こ
の検討は、各国からの実施状況の通報及び事務局が
作成する実施に関する各種資料に基づいて行われ
る。なお、2000年から開始されている農業交渉は、
農業委員会特別会合において行われており、上記の
活動については、農業委員会通常会合において行わ
れている。

イ　SPS委員会
SPS委員会は、SPS協定第12条に基づき、協定の

実施の協議のために開催されることになっており、
2009年度は３回開催された。本委員会においては、
ア．貿易上の関心事項についての質疑応答、イ．特
別かつ異なる待遇（S&D）の実施、ウ．透明性に

関する規定の実施、エ．地域主義（協定第６条）に
関する議論等が行われた。

ウ　貿易と環境委員会（CTE）
CTEにおいては、環境措置が市場アクセスに与

える影響等についての議論が行われており、各国が
環境政策の決定過程における具体的な取組等につ
いて、情報を共有化する作業を続けており、2009年
度は３回に開催された。また、CTE特別会合では、
WTOルールと既存の「多国間環境協定（MEA）」
が規定する特定の貿易義務（STO）との関係、環
境物品及びサービスの関税撤廃等について交渉が行
われている。

⑶　WTO閣僚会議
WTO閣僚会議は、全ての加盟国の代表で構成され、

原則として２年に１回会合することとされており、閣
僚宣言及び各委員会からの報告書の採択など、多国間
貿易協定に関する全ての事項について決定を行う権限
を有している。

WTOが発足して以来4回目の閣僚会議が、2001年11
月にカタール国ドーハにおいて開催され、幅広くバラ
ンスのとれた項目を対象とする新ラウンドを立ち上げ
る閣僚宣言が採択された。これにより、農業交渉は新
ラウンド（ドーハ開発アジェンダ）の一部として、他
の分野とともに一括して合意されるべきものとして位
置づけられることとなった。

なお、閣僚宣言のうち、農業関係については、非貿
易的関心事項に配慮するべきこと等、我が国の主張が
受け入れられた。

５回目の閣僚会議は、2003年９月にメキシコ・カン
クンにおいて開催され、各交渉分野にわたり、閣僚会
議文書案が提示されたが、先進国、途上国間の立場の
違いが埋まらず、シンガポール・イシュー（投資、競
争、政府調達透明性及び貿易円滑化の4つの議題）を
契機に合意が得られないまま終了した。

６回目の閣僚会議は、2005年12月に香港において開
催され、2006年中のドーハ・ラウンド終結に向け、香
港閣僚宣言が採択された。農業分野については、モダ
リティ確立に向けて基礎となるべき構造的要素のう
ち、各国の意見の収れんがみられた内容について整理

第２章　国　　際　　部
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された。また、2006年４月末までにモダリティを確立
し、同年７月末までに各国が包括的な譲許表案を提出
するとのスケジュールが合意された。

我が国は、途上国の開発問題に対する貢献として、
同閣僚会議に先立って「開発イニシアティブ」を策定
し、後発開発途上国に対して原則として無税無枠の措
置等を供与することを表明し、高い評価を受けた。

７回目の閣僚会議は、2009年11月から12月にスイス・
ジュネーブにおいて開催された。多角的貿易体制と世
界経済の現状等について幅広く議論が行われたが、ラ
ウンド交渉については、モダリティ合意に向けた交渉
等は行われず、G20サミット（９月）等で合意された
2010年中の妥結追求を確認するに留まった。

⑷　WTO交渉
ア　農業交渉

農業交渉に関しては、2000年３月の開始以降多く
の交渉提案が提出され、我が国も「多様な農業の共
存」を基本理念とする「WTO農業交渉日本提案」
を取りまとめ、2000年12月にWTO事務局へ提出し
た。

各国の交渉提案や議論を受けて、モダリティの確
立に向けた交渉が行われたが、主に輸出国と輸入国
との間の溝が埋まらず、ドーハ閣僚宣言で示された
2003年3月末までにモダリティを確立することはで
きず、また、2003年9月にメキシコ・カンクンで行
われた閣僚会議も先進国と途上国の対立等を背景に
決裂した。

その後、2004年３月に交渉が再開され、同年７月
には農業分野を含め、ドーハ・ラウンド交渉の枠組
み合意が成立した。

2005年９月に入ると、新たに就任したWTO事務
局長と農業交渉議長のもとで議論が進められ、10月
には、我が国を含む食料輸入国で構成されるG10、
ブラジルやインド等の途上国で構成されるG20、
EU、米国等から、関税削減率等の数字を含む具体
的な提案がなされた。また、我が国は、米国、EU、
ブラジル、インド、豪州からなるG ６の枠組みに参
加し、閣僚レベルでのモダリティ確立に向けた議論
に積極的に参画した。

2005年12月に香港で開催された第６回WTO閣僚
会議では、香港閣僚宣言が採択され、2006年４月末
までにモダリティを確立するとともに、同年７月末
までに各国が譲許表案を提出することが合意され
た。なお、交渉の過程において我が国が提唱した「開
発イニシアティブ」は、香港閣僚会議でも高く評価
された。

2006年１月にスイスのダボスで開催されたWTO
非公式閣僚会合では、４月末のモダリティ合意等に
向けて各国が協調して努力することを確認し、同年
２月以降、G ６を中心に交渉が行われたが、米国が
国内支持、EU・我が国が農業の市場アクセス、ブ
ラジル・インド等の途上国が非農産品市場アクセス
について困難を抱えつつ、互いに攻撃しあうといっ
た「三すくみ」の状況が続いたため、期限までのモ
ダリティ確立には至らなかった。

そのような中、事務レベルでは５月から６月にか
けて農業交渉議長の下で集中的な議論が行われ、G
６をはじめとする一連の閣僚級会合等では、６月に
提示された議長モダリティ案に基づき集中的な議論
が行われたが、主要国間の見解の隔たりは大きく、
モダリティ確立には至らなかった。さらに、７月中
旬のG ８サミット首脳会議（サンクト・ペテルブル
グ）における、今後１ヶ月以内にモダリティを確立
すべく各国が柔軟性を示すべきとの首脳レベルの
方針を受けて急遽開催されたG ６閣僚会合において
も、各国の見解の隔たりは縮まらず、全分野の交渉
を中断するとの結論に至った。

その後、2007年１月にスイスのダボスで開催され
たWTO非公式閣僚会合で、交渉の本格的再開とい
う政治的意志が示され、主要国間の非公式協議を中
心とした議論が再開された。

再開後主要国を中心に、市場アクセス、国内支持、
輸出競争の各分野で事務レベルでの議論が続けられ
た後、４月、５月の二度にわたり、議長テキスト作
成のたたき台として、個別論点毎の着地点を示した
議長ペーパーが提示され、同年７月には、モダリティ
案に関する議長テキストが提示された。市場アクセ
スでは、階層毎の関税削減率、重要品目の数及びそ
の取扱いについて括弧書きで示された他、関税割当、
SSG、途上国に対する特別かつ異なる取扱いについ
て示された。国内支持については、貿易わい曲的国
内支持全体、総合AMS及びデミニミスの削減率が
括弧書きで示された他、品目別AMSの上限、青の
政策の規律強化について示された。輸出競争につい
ては、輸出補助金の撤廃までの枠組みが示された他、
輸出信用、輸出国家貿易、食料援助に関する具体的
な規律が示された。

その後、約１カ月のテキスト検討期間を経た後、
議長テキストに基づいて同年９月から2008年１月に
かけて事務レベルでの集中的・専門的議論が行われ、
同年２月に議論の結果等を反映した改訂議長テキス
トが提示された。関税や国内支持の削減率、重要品
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目の数や取扱い等の主要な数字については、原案と
同じ幅のある提案が維持され、今後の議論に決着が
委ねられることとなったが、従来詳細な提案がなさ
れていなかった途上国の関心事項等についても詳細
な案が盛り込まれることとなった。

２月以降も改訂議長テキストに基づき、事務レベ
ルでの集中的・専門的議論が再開されたが、輸出国
を中心に、ドーハ・ラウンドの年内妥結に向けての
機運が急速に高まり、同年７月には、モダリティ合
意を目指したWTO非公式閣僚会合が開催された。

開催に先立ち、議論のたたき台となり得る第３次
改訂議長テキストが発出され、閣僚会合において
は、ラミー WTO事務局長がモダリティ合意に向け
た調停案を提示したものの、農業交渉における途上
国向けの特別セーフガード措置（SSM）を巡る中国・
インド等の一部の途上国と米国等先進国の対立によ
り、交渉は決裂した。その後、同年９月に事務レ
ベルでの協議が再開され、同年11月には、G20金融
サミットやAPECの首脳声明において、年内モダリ
ティ合意に向けた強いメッセージが盛り込まれた。

これにより、同年12月に再度閣僚会合を開催する
との機運が高まり、第４次改訂議長テキストが発出
され、ラミー事務局長、交渉議長及び主要国を中心
に閣僚会合の開催に向けて調整が行われたものの、
NAMA交渉の分野別関税撤廃のほか、SSMなどの
農業交渉における論点等を巡り、一部の途上国と先
進国との溝が埋まらず、閣僚会合の開催は見送られ
た。

2009年７月のG ８＋５サミット（イタリア・ラ
クイラ）、９月のG20サミット（米国ピッツバーグ）
では、2010年中の妥結を追求する旨合意された。ま
た、インド主催非公式閣僚会合（９月）での合意を
踏まえ、同月以降、事務レベル会合が開催されたが、
モダリティ上の未解決論点については、特段の進展
はみられなかった。

2010年３月には、G20ピッツバーグ・サミット首
脳声明や第7回閣僚会議の結果を踏まえ、交渉の現
状評価（ストックテイキング）が行われ、状況を打
破するために、引き続き様々な形態での議論を継続
することの重要性が確認された。

イ　非農産品市場アクセス交渉
非農産品市場アクセス交渉は、2001年11月ドーハ

閣僚宣言パラ16に基づき鉱工業品・林水産物の関税
及び非関税障壁の削減又は撤廃について交渉が開始
され、2002年７月には2003年５月末をモダリティ合
意期限とする作業計画について合意された。

2003年9月のカンクン閣僚会議では、シンガポー
ル・イシューを中心に先進国と途上国間の立場の違
いが埋まらず、非農産品市場アクセス交渉も含む全
体として合意が得られないまま、会議は終了した。

その後、2004年7月末の一般理事会で枠組み合意
が成立し、個別品目ごとに適用される定率でない関
税削減方式に関する作業を継続すること等が合意さ
れた。

2005年3月にケニア・モンバサで行われた非公式
閣僚会議では、各国が従来の立場を繰り返すにとど
まり、方向性を示すに至らなかったが、キトゥイ貿
易産業大臣の議長サマリーにおいて、関税削減方式
についての提案を早急に提出し、６月までに関税削
減方式に合意することを目指すべきとされた。

その後、2005年12月の香港閣僚会議では、関税削
減方式については複数の係数のスイス方式とするこ
と、分野別関税撤廃・調和については参加は非義務
的なものとすること、途上国へのS&Dと相互主義
の軽減の重要性を確認すること等を内容として採択
された閣僚宣言に基づきモダリティの確立に向け交
渉が重ねられたが、2006年７月のＧ６による閣僚会
合にて交渉の中断が決断された後、2007年１月に交
渉が再開され、７月のNAMA議長モダリティ・テ
キスト案に基づく議論を受け、2008年２月、５月及
び７月に改訂議長テキスト案が発出された。

2008年７月のWTO非公式閣僚会合の交渉決裂
後、12月に第４次改訂議長テキストが発出され、モ
ダリティの確立に向け交渉が重ねられている。

ウ　ルール交渉
ルール交渉においては、アンチダンピング協定、

補助金協定及び地域貿易協定に関する規律の明確
化・改善を行うこととされ、漁業補助金については
補助金協定の附属書として検討されている。

漁業補助金については、過剰漁獲・過剰漁獲能
力につながる補助金に限定した禁止を主張する我
が国、韓国、台湾、EC、カナダ、一部の例外を除
き原則禁止を主張する米国、豪州、NZ、ブラジル、
アルゼンチン等、S&Dを要求する途上国との間で
対立している。2007年11月末に議長テキストが発出
されたが、禁止の範囲が広すぎバランスを欠くもの。

2007年12月から翌年５月まで５回にわたりテキス
トに関する交渉が行われ、５月末には「議長作業
文書」、12月には今後の議論のための主要な論点を
質問形式で記した「ロードマップ」が発出された。
2009年には、ロードマップに基づく議論が行われた。
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２　EPA（経済連携協定）・FTA（自由貿易協定）

EPA・FTA交渉については、我が国の食の安全・
安定供給、食料自給率の向上、国内農業・農村の振興
などを損なうことは行わないという基本的な姿勢を堅
持しながら取り組んだ。2010年３月までに、11の国や
地域とEPA・FTAを締結した。

⑴　シンガポール
2007年９月に改正議定書が発効した。

⑵　メキシコ
2005年４月に協定が発効した。

⑶　マレーシア
2006年７月に協定が発効した。

⑷　チリ
2007年９月に協定が発効した。

⑸　タイ
2007年11月に協定が発効した。

⑹　ブルネイ
2008年７月に協定が発効した。

⑺　インドネシア
2008年７月に協定が発効した。

⑻　フィリピン
2008年12月に協定が発効した。
⑼　ASEAN（東南アジア諸国連合）全体

2008年４月に署名が完了し、同年12月に日本、シン
ガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、2009年１
月にブルネイ、同年２月にマレーシア、同年6月にタイ、
同年12月にカンボジアとの間で協定が発効した。

⑽　スイス
2009年２月に署名が行われ、同年９月に協定が発効

した。
⑾　ベトナム

2008年12月に署名が行われ、2009年10月に協定が発
効した。

⑿　韓国
2003年12月に交渉を開始し、2004年11月に交渉が中

断。2008年６月、同年12月及び2009年７月に「日韓経
済連携協定締結交渉再開に向けた検討及び環境醸成の
ための実務協議」を開催した。

⒀　GCC（湾岸協力理事会）
2006年９月に交渉を開始し、2010年３月までに２回

の会合が行われた。
⒁　インド

2007年１月に交渉を開始し、2010年３月までに12回
の会合が行われた。

⒂　豪州
2007年４月に交渉を開始し、2010年3月までに10回

の会合が行われた。
⒃　ペルー

2009年５月に交渉開始し、2010年３月までに５回の
会合が行われた。

３　その他広域連携等

⑴　APEC
APEC（アジア・太平洋経済協力）は、域内の持続

可能な発展を目的とし、「貿易・投資の自由化・円滑化」、
「経済・技術協力」等活動を行っている。

2009年のAPECでは、WTO交渉、地域経済統合、
食料安全保障等が議論された。WTOに関しては、ドー
ハ・ラウンドの早期妥結への支持が表明された。地
域経済統合については、アジア太平洋自由貿易圏

（FTAAP）の影響研究等を行った。食料安全保障に
ついては、APECでの取組強化を図るため、2010年に
食料安全保障担当大臣会合を日本で開催することと
なった。

⑵　ASEAN関連
ASEAN＋３（日、中、韓）をメンバーとする経

済連携協定については、2007年１月のASEAN＋３
首脳会議において、各分野ごとに更なる詳細な研究

（フェイズⅡ）の開始が提案され、各国からの支持が
得られた。同年５月に研究が開始され、2009年10月の
ASEAN＋３首脳会議に最終報告書が提出された。

また、2007年１月、ASEAN＋３首脳会議と併せて
ASEAN＋６（日、中、韓、豪、NZ、印）をメンバー
とする東アジア首脳会議が開催され、安倍総理から、
16 ヶ国の専門家による経済連携に関する民間研究の
開始が提案され、参加国より支持が得られた。同年６
月に研究が開始され、2008年６月までに６回の会合が
行われた。2008年８月の東アジア経済大臣会合におい
て検討を深化させた研究（フェイズⅡ）の実施に合意
され、2009年10月の東アジア首脳会議に最終報告書が
提出された。

ASEAN＋３の枠組みでは首脳会談の他、外務大臣、
経済大臣、財務大臣等の会合に加えて農林大臣会合が
開催されている。2009年11月には第９回農林大臣会合
がブルネイで開催され、我が方からは、農業生産強化
の重要性、多様な農業の共存の重要性、東アジア緊急
米備蓄パイロットプロジェクト等の協力活動への支援
継続、持続可能な森林経営の推進、東アジアにおける
バイオマスタウン構想普及支援事業等について説明
し、支持を得た。
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⑶　その他の二国間会議等
我が国は、以下の会議等を通じ、諸外国と貿易経済

と等が言及された。
2009年７月、G ８首脳による第34回サミットがイタ

リアのラクイラで開催された。首脳宣言で、農業及び
食料安全保障は国際的課題の核心に位置すること、農
業投資を増加させることを再確認し、我が国の主張を
受けて国際農業投資の原則等に関する共同提案の策定
のため各国・国際機関と取組むことが言及された。ま
た、同時に採択された「ラクイラ食料安全保障イニシ
アティブ」では、３年間で200億ドルの資金動員を行
うことが合意された（我が国は、うち30億ドルを動員）。

⑵　FAO世界食料安全保障サミット
食料需給がひっ迫基調で推移し、栄養不足人口が増

大する中、2009年11月、FAO世界食料安全保障サミッ
トが開催された。本会合は、1996年の世界食料サミッ
ト、2002年の世界食料サミット５年後会合に続くもの
である。この時採択された「世界食料安全保障サミッ
ト宣言文」では、持続可能な農業生産及び生産性の向
上と途上国農業分野への投資増加、農業及び食料安全
保障分野へのODAの割合の増加等とともに、責任あ
る農業投資の行動原則などの検討を継続することとさ
れた。

⑶　OECD農業大臣会合
2010年２月には、OECD農業大臣会合が開催され、

食料・農業分野において世界が直面する諸課題が議論
された。我が国は、食料安全保障の確保について、各
国が自らの生産力を強化することの必要性、途上国へ
の海外農業投資の重要性等の主張を行った。会合で採
択された「大臣コミュニケ」においては、食料安全保
障の確保に向けた国内生産、国際貿易、備蓄等の総合
的な対応、途上国への農業投資を支援する環境の確保
等が盛り込まれた。

表１　主な二国間会談

国・地域名 会　　談　　名 期　　間 場　所
中　　国 日中農業担当省事務次官級定期対話 10． 3．24 東京
韓　　国 日韓ハイレベル経済協議 09．10．16 東京
米　　国 日米規制改革イニシアチブ 09． 5．18 ワシントンD.C.
Ｅ　　Ｕ 日ＥＵ定期首脳協議

日ＥＵ規制改革対話
日ＥＵ次官級ハイレベル協議

09． 5． 4
10． 2． 4
10． 2．26

プラハ
東京

ブリュッセル
カナダ 日加次官級経済協議（ＪＥＣ） 10． 3． 2 東京

ニュージーランド 日ＮＺ事務レベル協議 09．12． 8 ウェリントン

上の情報・意見の交換を行い、相互理解の深化に務め
た。（表１）

第２節　�世界の食料安全保障や地
球的規模の課題等への対
応

１　世界の食料安全保障に関する議論

穀物等の国際価格は2006年秋頃から上昇し、2008年
春から夏にかけて最高値を記録した。2008年夏以降、
穀物等の国際価格は低下したものの依然として高い水
準で推移しており、世界の食料需給は今後中長期的に
ひっ迫する見込みである。このような中、世界の栄養
不足人口が2009年には10億人を突破するなど、食料安
全保障の確保は喫緊の課題となっており、国際会議の
場においては、食料生産増大のための支援の重要性な
どが積極的に議論されてきた。

平成21年度においては、我が国はG ８農業大臣会合
（2009年４月）、G ８ラクイラ・サミット（2009年７
月）、FAO世界食料安全保障サミット（2009年11月）、
OECD農業大臣会合（2010年２月）などの各国際会議
において、世界の食料生産の促進と農業投資の増大の
重要性を主張するなど議論に貢献するとともに、これ
を受けて世界の食料生産の増大に向けた国際的な取組
を積極的に推進した。
⑴　G８農業大臣会合及びG８ラクイラ・サミット
2008年７月のG ８北海道洞爺湖サミット首脳声明に

基づき、2009年４月、主要先進国（日、米、露、仏、独、
伊、加、英、EU）による初めてのG ８農業大臣会合
がイタリアのチソン・ディ・バルマリーノで開催され
た。最終宣言で、農業及び食料安全保障は国際的課題
の核心に位置すること、持続可能な農業、農村開発及
び環境保護に対する官民の投資の増加が重要であるこ
と、農業の研究・技術開発への投資の強化が必要なこ
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２　国際協力

農林水産省が行う国際協力は、世界の食料安全保障
や気候変動対策等への貢献を基本とし、我が国の農林
水産行政上から取組む必要性が高い、①世界の食料安
全保障の確保、②気候変動等地球的規模の課題への対
応、③自然災害・紛争後の復興を重点分野としている。

これらの国際協力を推進するため、①国際協力を効
果的に実施する上で必要となる各国の農業事情等に関
する基礎的な調査や技術開発・人材育成、及び②農林
水産分野の国際機関が行う協力活動等に対する資金の
拠出等を農林水産省の政府開発援助（ODA）として
実施しているほか、技術交流や専門家派遣等、農林水
産省が有する専門的な知見や人材を活用した支援を
行っている。

⑴　国際協力に関する調査、人材育成等
農林水産省では、国際協力を効果的に実施する上で

必要となる各国の農業事情等に関する基礎的な調査や
技術開発、人材育成等を行っている。

平成21年度においては、
ア　サブサハラ・アフリカにおける自給的作物や高収

益作物に関する情報収集及び提供
イ　地球温暖化による農業への被害を最小限にするた

めの適応策の開発
ウ　東アジア地域におけるバイオマスタウン構想の普

及のための人材育成研修や現地でのワークショップ
エ　海外漁場の確保に関連する開発途上国を対象とし

た水産関連施設の維持・修理技術の移転
オ　CDM植林プロジェクトを策定するにあたって必

要となる技術指針
等の策定や人材育成等（予算額20億4,545万円）を
実施した。

⑵　国際機関を通じた協力
農林水産省は、国連食糧農業機関（FAO）をはじ

めとする各国際機関と協力し、アフリカ等開発途上国
における飢餓や貧困の削減、気候変動対策や越境性感
染症対策等地球的規模の課題への対応、水産資源の適
正な管理や持続的利用の確保等の農林水産分野の協力
を推進している。

平成21年度においては、各国際機関への拠出を通じ、
アフリカのコメ生産倍増等途上国の農林水産業や農村
開発の支援、アジア等における鳥インフルエンザや口
蹄疫等越境性感染症対策の支援、東アジア等の森林保
全や持続可能な森林経営の推進、水産資源の持続的利
用や資源管理の取組の推進等（予算額22億8,818万円）
を実施した。

ア　国連食糧農業機関（FAO）
国連食糧農業機関（FAO）は、昭和20年10月に

設立された国連の専門機関である（我が国は昭和26
年に加盟）。

FAOは、①各国民の栄養及び生活水準の向上、
②食料及び農産物の生産及び流通の改善、③農村・
漁村住民の生活水準の改善を通じた世界経済の発展
及び人類の飢餓からの解放、に寄与することを目的
としている。また、FAOの活動の中心は、①世界
の食料・農林水産業及び栄養に関する情報の収集・
分析・公表、②政策策定のための中立的な討議の場
の提供、③加盟国政府への政策助言、④開発途上国
を対象とした開発援助である。

FAOへの分担金として外務省から約1億5,686万ド
ル（平成20年及び21年の2年分）を拠出している。
また、農林水産省からは任意拠出金として、投資増
大に向けた国際的な農業投資データ整備を行う「食
料供給力強化に資する国際的枠組み検討事業」や、
生態系を損なわないよう配慮し、地球温暖化の影響
も考慮した漁業管理体制を推進する「生態系に配慮
した持続的漁業推進支援事業」等に約660万ドル（平
成21年度）を拠出した。

イ　世界食糧計画（WFP）
世界食糧計画（WFP）は、国連唯一の食糧支

援機関として昭和36年に発足した。紛争、自然災
害等に起因する難民、被災者等に対する緊急食糧
支援を行う他、労働の対価として食料を配給する

「FoodforWork」や「学校給食プログラム」など地
域社会の自立や人的資源開発を促す活動を行ってい
る。我が国拠出額は約2憶ドル（2009年）である。

農林水産省は、「FoodforWork」により、簡易な
水田や水路等を整備し、稲作を通じた自立を支援す
る「アフリカにおける稲作等普及事業」（予算額2億
447万円）を実施した。

ウ　国際農業研究協議グループ（CGIAR）
開発途上国における食糧増産、農林水産業の持続

可能な生産性改善により住民の福祉向上を図るこ
とを目的として、世界銀行、FAO、国連開発計画

（UNDP）等国際機関、ドナー国、民間財団により、
昭和46年に設立された。農林水産分野の国際的な研
究・技術普及を実施する15の研究センターが構成メ
ンバーとなっている。

農林水産省は、「生物的硝酸化成抑制による環境
保全の推進」（国際半乾燥熱帯研究所）、「節水条件
下における水稲栽培技術の開発」（国際稲研究所）、

「アフリカ内陸低湿地における持続的稲作技術実証・



第２章　国　　際　　部 －49－

国　

際　

部

普及事業」（アフリカ稲センター）、「農民参加型水
管理効果分析評価調査」（国際水管理研究所）の拠
出事業を実施した。

エ　東南アジア諸国連合（ASEAN）
東南アジア諸国連合（ASEAN）は、域内におけ

る経済成長、社会・文化的発展の促進、地域におけ
る政治・経済的安定の確保、域内諸問題に関する協
力等を目的とし、昭和42年に設立された。

我が国は、平成21年度、ASEANへの拠出を通じ、
東アジア地域における大規模災害等の緊急時に初動
援助を行うための米の備蓄の造成等を支援する「ア
セアンプラススリー緊急米備蓄拠出金事業」や、ア
セアン地域の食料安全保障の強化を図るため、域内
各国の統計情報等の整備を支援する「アジア食料安
全保障情報整備強化支援事業」等（予算額3億6,883
万円）を実施した。

オ　その他
以 上 の ほ か、 我 が 国 は、 国 際 熱 帯 木 材 機 関

（ITTO）、国際協同組合同盟（ICA）、植物新品種
保護国際同盟（UPOV）、メコン河委員会（MRC）、
東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）、国
際獣疫事務局（OIE）、中西部太平洋まぐろ類委
員会（WCPFC）、大西洋まぐろ類保存国際委員
会（ICCAT）、アジア生産性機構（APO）、北太平
洋海洋科学機関（PICES）、規格及び通商開発機構

（STDF）、経済協力開発機構（OECD）に対して資
金拠出等の協力を行った。

⑶　海外技術交流
ア　日中農業技術交流

昭和47年９月、日中間の国交が正常化されたこと
に伴い、昭和48年６月に研究者、技術者の相互交
流、共同研究、技術情報、資料、書籍等の交換を行
うことを合意し、同年９月から技術考察団の相互訪
問が開始された。さらに昭和56年２月、日中両国間
における農林水産分野の科学技術交流等を一層促進
するため、日中農業科学技術交流グループを設置す
るとともに、毎年１回東京又は北京において交互に
グループ会議を開催することになった。

平成21年度には東京において第28回会議が開催さ
れ、「農林水産分野の研究・技術普及の方向」等に
ついて討議した。また、日本側から「育成者権付与
のための植物新品種の審査に関する協力」等の考察
団を派遣し、中国側から「農産物加工業」の考察団
を受け入れた（平成21年度までの実績、派遣：106チー
ム、受入：112チーム）。

イ　日韓農業技術交流

昭和43年８月、研究協力、技術者の交流、技術情
報の交換等について検討することを目的に、実務者
により構成される「日韓農林水産技術協力委員会」
を設けることが合意された。この合意に基づき、同
年12月に東京において第1回委員会が開催され、そ
の後毎年1回、東京又はソウルにおいて交互に開催
されている。

平成21年度にはソウルにおいて第42次委員会が開
催され、「農林水産技術に係る政策課題と両国間の
協力」、「気候変動に対応するための日韓協力」等に
ついて討議した。

ウ　日モンゴル技術的対話
モンゴルの農牧業の課題について情報交換等を行

うことを目的に、平成18年11月に東京において局長
級の第１回対話が開催された。
平成21年度は開催していない。

エ　日ロ農業技術交流
昭和37年２月、技術情報の収集・交換を目的とし

て、政府の農業技術者等の相互派遣が開始された。
平成21年度には、日本側から「新害虫ヘリキスジ

ノメイガに関する緊急調査」、「家畜・家禽における
分子遺伝等に関する研究」のテーマで派遣、ロシア
側から「穀物と牧草の選抜と種子の栽培」、「米、穀
物及び大豆の防除と選抜」のテーマで受入れを行っ
た（平成21年度までの実績、派遣：58チーム、受入：
63チーム）。

⑷　その他の農林水産業協力
農林水産省は、独自のODA予算を活用した協力活

動のほか、国際協力機構（JICA）が実施する各種協
力活動に対し、当省が有する専門的な知見や人材を活
用した専門家・調査団員派遣、研修生受入支援、各種
助言等を実施している。
ア　技術協力

開発途上国の農林水産業開発のための技術協力と
しては、主に、当該分野の開発に必要な技術や知識
を伝える専門家派遣、当該分野の開発の中核を担う
人材を日本や他国での研修に招く海外研修員受け入
れを実施している。また、これらを有機的に組み合
わせた技術協力プロジェクト、さらに農林水産業の
基盤整備、生産増強、地域開発等の計画の作成等に
関して調査団を派遣しコンサルティング協力を行う
開発計画調査型技術協力を実施している。
鉉　専門家等の海外派遣

平成21年度において農林水産業技術協力のため
に海外に派遣された専門家は継続、新規合わせて
88件166名であった。地域別にみると、アジア64
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件131人、中近東4件9人、アフリカ10件12人、中
南米9件13人、大洋州・欧州・その他1件1人となっ
ている。
鉤　海外研修員の受け入れ

平成21年度における農林水産省提案の研修は、
21コースあり、海外研修員の受け入れ総数は197
名であった。地域別にみると、アジア107人、中
近東12人、アフリカ53人、中南米11人、太平洋・
欧州14人となっている。

イ　資金協力
当省は、一般無償資金協力（主務省：外務省）及

び円借款（主務省：外務省及び財務省）についての
関係法令を所管していないため、技術的観点からの
コメントや国内施策との整合性との観点からの助
言・提言等を行うことにより各案件に関与している
状況である。
鉉　一般無償資金協力（水産無償含む）

我が国は、開発途上国に返済義務を課さないで、
援助対象となる計画の実施に必要な資金を供与す
る無償資金協力を行っている。

平成21年度の無償資金協力の予算額（当初、
KR及び2KR除く）は1,406億円であり、このうち、
農林水産関係では計31件、総額276億円を供与し
た。
鉤　食糧援助（KR）

本援助は昭和43年度から実施された無償による
食糧援助であり、開発途上国に対し、米、小麦等
を購入するための資金供与を行っている。

平成21年度の我が国の供与実績は21か国及び14
難民／被災民等に対し、総額約206億円を供与し
た。
鉈　貧困農民支援（２KR：旧食糧増産援助）

本援助は開発途上国の食糧増産に向けた自助努
力を支援するため、昭和52年度から我が国が行っ
ている制度で、平成17年度より、「貧困農民支援」
に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とし、
食料生産の向上に向けた自助努力への支援を目指
している。

平成21年度の供与実績は計12件、総額42億円で
ある。
銕　円借款

円借款は、通常、我が国と借入国政府との間で
交換公文を締結し、円建て貸付契約を締結する方
式で供与される。

平成21年度の農林水産関連案件は計4件、410億
円である。

３　海外農業投資

我が国は、世界の食料安全保障への貢献、我が国の
農産物輸入の安定化・多角化を図る観点から、海外の
農地での農業生産を含む海外農業投資について支援し
ており、また、国際的な行動原則の策定を推進し、こ
れに沿った責任ある国際農業投資を促進している。

⑴　海外農業投資促進の支援
我が国からの海外農業投資に対する支援方策等を政

府・関係機関が一体となって検討を行うために、平成
21年４月に、農林水産省、外務省が中心となって、関
係４省庁・４機関の参加により「食料安全保障のため
の海外投資促進に関する会議」を設置した。同年８月
に、大豆、とうもろこし等を対象として、中南米、中
央アジア、東欧等において、投資環境の整備等を実施
するとともに、政府関係機関の支援ツールを総合的に
活用し、民間企業からの総合的な支援の要望に対応す
ること等を内容とする「食料安全保障のための海外投
資促進に関する指針」のとりまとめを行った。

⑵　国際的な農業投資の行動原則
近年の食料価格高騰を背景として、国際農業投資が

大きな注目を集めた。我が国は、平成21年７月のG ８
ラクイラ・サミットにおいて国際農業投資の行動原則
の策定を提案し、合意された。関係国際機関と共催し
た「責任ある国際農業投資の促進」ラウンドテーブル
会合（同年９月）では、行動原則等を作成すべきと
の点で意見が一致するとともに、国連食糧農業機関

（FAO）や世界銀行などの国際機関が協力して、行動
原則等の合意につながる幅広い関係者による協議プロ
セスに貢献していくことについて全般的な支持が得ら
れた。
⑶　海外農業投資に関するシンポジウムの開催

農林水産省からFAOへの拠出を通じて実施してい
る「食料供給力強化に資する国際的枠組み検討事業」
の一環として、平成22年3月にFAOが「FAO貧困削減・
農業投資促進に関するシンポジウム」を東京で開催し、
農業投資の重要性、関係者が実施すべき取組等につい
て専門家による議論を行った。

第３節　農林水産物の輸出入

１　農林水産物等の輸出促進対策

⑴　事業趣旨
近年、世界的な日本食ブームの広がりやアジア諸国

等における経済発展に伴う富裕層の増加等により、高
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品質な我が国農林水産物・食品（以下「農林水産物等」
という。）の輸出は平成19年まで拡大傾向で推移して
きた。

平成20年においては、世界的な景気後退や円高の進
行等の影響により、輸出をめぐる環境が厳しいものと
なり、10月以降の輸出額は減少傾向になったが、平成
21年11月以降は回復傾向に転じた結果、平成21年の農
林水産物・食品の輸出額は、4,454億円となった。

このような中、政府は平成29年までに輸出額を1兆
円水準にするという目標を掲げ、農林水産物等の輸出
促進に取り組んでいる。

農林水産省においては、輸出額１兆円水準の目標達
成に向け、平成21年６月に開催された「農林水産物等
輸出促進全国協議会総会」において了承を得た「我が
国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿って、
①輸出環境の整備、②品目、国・地域別の戦略的な輸
出対策、③意欲ある農林漁業者等に対する支援、④日
本食・日本食材等の海外における需要開拓の取組を進
めている。

⑵　事業内容
平成21年度において、具体的に実施した輸出促進に

関する事業は以下のとおりである。
ア　農林水産物・食品輸出促進対策調査等委託費

（予算額　949,833千円）
鉉　農林水産物等輸出ステップアップ推進事業

品目ごとの輸出実行プランを普及・充実すると
ともに、輸出ビジネスモデル戦略を策定すること
により、輸出の取組を着実に進め、政策目標の実
現に向けた取組を加速化した。

（予算額　73,727千円）
鉤　農林水産物等海外販路創出・拡大事業

海外における展示・商談の場の提供、海外高級
百貨店等におけるアンテナショップの設置によ
り、農林漁業者等の販路の創出・拡大を支援した。

（予算額　426,468千円）
鉈　活きた輸出情報ネットワーク構築事業

海外バイヤー等が参加する国内での展示・商談
会等の実施に加え、輸出の課題に対して適切な助
言が出来る専門家集団を人材バンクとして登録
し、活きた輸出情報を提供することにより輸出に
意欲ある農林漁業者等に対する支援体制の構築を
図った。

（予算額　60,963千円）
銕　日本食・日本食材等海外発信事業

外国人オピニオンリーダー等に対し、旬で高
品質な日本食・日本食材等を提供して実施する

「WASHOKU-TryJapan'sGoodFood」事業の展開
等により、日本食・日本食材等の魅力を海外に発
信した。

（予算額　281,605千円）
鈿　海外日本食優良店調査・支援事業

海外日本食優良店の調査、日本食レストラン推
奨計画の普及啓発等の支援を行った。

（予算額　107,070千円）
イ　農林水産物・食品輸出促進対策調査等補助金

（補正後予算額　1,504,579千円）
鉉　農林水産物等輸出促進支援事業のうち農林水産

物等輸出促進対策
明確な目標を設定し戦略的に輸出に取り組もう

とする農林漁業者等の取組について、事業実施主
体が輸出拡大プロジェクトを企画・実行するため
に必要な能力を獲得するための研修会の実施等も
支援対象に加え、総合的に支援した。

（予算額　800,000千円）
鉤　農林水産物等輸出促進支援事業のうち品種保護

に向けた環境整備
品種を識別するためのDNA分析技術の開発を

支援することにより、我が国のオリジナル品種を
保護し、輸出の促進を図った。

（予算額　49,253千円）
鉈　農林水産物等輸出促進支援事業のうち海外日本

食優良店普及促進事業
地域ごとの推奨基準の制定等現地の実情に応じ

た日本食優良店の支援方針の策定、民間の現地組
織による日本食優良店に関する情報収集、日本食・
日本食材・日本食レストラン等についての普及啓
発活動等の取組に対して支援を行った。

（予算額　88,034千円）
銕　農林水産物等輸出促進支援事業のうち農林水産

物等輸出課題解決対策
輸出に取り組む産地が直面する共通の課題につ

いて、モデルとして解決策を提示するとともに、
同様の課題を抱える他の地域に普及する取組を支
援した。

（予算額　120,603千円）
鈿　海外日本食・日本食材等市場確保緊急対策のう

ち農林漁業者等マッチング支援緊急対策
貿易会社等の民間団体が、海外において商談会

の場を設定することにより、外国の卸売業者等の
バイヤーと輸出に取り組みたい国内の農林漁業者
等とのマッチングを支援した。

（予算額　258,934千円）
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鉋　海外日本食・日本食材等市場確保緊急対策のう
ちショッピングモール活用型需要開拓緊急対策

日本産農林水産物・食品について、海外の富裕
層をターゲットとして需要開拓を行うため、事業
者等がショッピングモール内にワゴンや販売コー
ナーを設置し、販売促進活動を行うことを支援し
た。

（予算額　187,755千円）

２　関税（平成22年度当省関係品目の改正概
要）

⑴　平成22年度の関税改正の経緯
平成22年度の関税改正は、次のような経緯で行われ

た。まず、平成21年３月12日、財務大臣から「経済情
勢の変化等に対応し、関税率及び関税制度を、いかに
改めるべきか」について関税・外国為替等審議会に諮
問された。その後、平成21年11月11日、11月16日及び
11月25日の関税分科会企画部会での審議を経た後、11
月25日の同部会で「平成22年度関税改正に関する論点
整理」が取りまとめられた。この論点整理等を踏まえ
た「平成22年度税制改正大綱」が、平成22年度第25回
税制調査会（内閣府）で答申として総理大臣に提出さ
れ、当該答申は閣議決定された。この閣議決定に基づ
く、「関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法
律案」が国会での審議を経て成立し、一部改正された
関税法及び関税暫定措置法が平成22年４月１日から施
行された。

⑵　農林水産省関係品目の関税改正等の概要
ア　暫定税率、農産品に係る特別緊急関税制度等の適

用期限の延長等
鉉　平成22年３月31日に適用期限の到来する関税暫

定措置法別表第１及び第１の３に定める物品の暫
定税率について、その適用期限を平成23年３月31
日まで延長することとした。
鉤　平成22年３月31日に適用期限の到来するウル

グァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産
品に係る数量基準及び価格基準による特別緊急関
税制度、生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊
急措置並びに生きている豚及び豚肉等に係る関税
の緊急措置について、その適用期限を平成23年３
月31日まで延長することとした。ただし、牛肉に
係る関税の緊急措置については、北米産牛肉の輸
入再開という輸入環境の変化に対応した特例措置
として、制度の基本は維持しつつ、平成22年度に
おいても過去４年と同様に、発動基準数量を算出
する際の基礎となる輸入数量を、北米産牛肉の輸
入が行われていた平成14年度と平成15年度の輸入
実績の平均とした（平成14年度と平成15年度の輸
入実績の平均による発動基準数量が平成21年度の
輸入実績による発動基準数量を下回る場合には、
平成21年度の輸入実績による）。
⑶　関税割当制度に関する政令の改正

ウルグァイ・ラウンド合意において、国際的に約束
した関税化品目に係るアクセス数量の確保が基本的に
関税割当制度（注）により行われることとなったこ
となどから、本制度の対象品目は、平成７年度改正に
おいて全体で21品目（うち農産品は18品目）に拡大さ
れた。その後、平成15年度改正において酒類用原料ア
ルコール製造用アルコールが本制度の適用対象外とさ
れ、全体で20品目（うち農産品は18品目）となった。
　平成22年度においては、農林水産省所管の対象品目
に変更はなく、各品目の関税割当数量が定められた。

（表２）
表２　平成 22 年度　関税割当制度対象品目一覧

１．ＵＲ合意以前から関税割当制度の対象となっている品目（従来品目）
（単位：トン）

品　　　名
関税割当数量 現行税率

21年度 22年度 １次税率 ２次税率
ナチュラルチーズ（プロセスチーズ原料用） 60,300 62,400 無税 29.8%

とうもろこし コーンスターチ用 4,222,300 4,302,000 無税 50％又は 12円 /kg のうち
いずれか高い税率

単体飼料用（丸粒） 348,900 375,900
特定物品製造用
（コーンフレーク、エチルアルコー
ル又は蒸留酒用）

79,700 88,100

その他用 143,300 131,800 3%

麦芽 556,300 552,900 無税 21.30 円 /kg
糖みつ（アルコール製造用） 10,000 10,000 無税 15.30 円 /kg
無糖ココア調製品（チョコレート製造用） 15,600 16,700 無税 21.3%
トマトピューレー・ペースト（トマトケチャップ等
製造用） 36,900 37,100 無税 16%

パイナップル缶詰 44,800 43,800 無税 33円 /kg
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（注）関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限り、
無税又は低税率（１次税率）を適用して、需要者に
安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸
入数量の枠を超える輸入分については、高税率（２
次税率）を適用することによって国内生産者の保護
を図る制度で、この１次税率の適用を受ける数量（関
税割当数量）は、原則として、国内需要見込数量か
ら国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国
際市況その他の条件を勘案して政令で定めることと
されている。

第４節　その他国際案件

１　外国政府要人との会談等

大臣、副大臣及び政務官と外国政府等の要人との国
内及び海外における会談日時を調整した。

外国政府等の要人等に対して我が国の農林水産業政
策の説明等を行った。また、外国在京大使館及び我が
国在外大使館等を通じ、外国政府との連絡調整及び相
互理解の促進に努めた。

２．ＵＲ合意により関税割当制度の対象となった品目（関税化品目）
（単位：トン）

品　　　名 関税割当数量 現行税率
21年度 22年度 １次税率 ２次税率

その他の乳製品（全乳換算） 133,940 133,940 12％、
12.5％、
21％、

25％、35％

21.3% +54円/kg、21.3% +
114円/kg、21.3% +635円kg、
21.3% +1,199円/kg、23.8% +
679円/kg、23.8% +1,159円/kg、
29.8% +396円/kg、29.8% +
400円/kg、29.8% +582円/kg、
29.8% +679円/kg、29.8% +
915円/kg、29.8% +

1,023円/kg、29.8% +1,155円/㎏、
29.8% +1,159円/kg

脱脂粉乳 学校等給食用以外 74,973 74,973 無税、25%、
35%

396円/kg、425円/kg、
21.3% +396円/kg、21.3% +
425円/kg、29.8% +396円/kg、

29.8% +425円/kg
学校等給食用 7,264 7,264 無税 396円/kg、425円/kg

無糖れん乳 1,500 1,500 25%、30% 21.3% +254円/kg、
25.5% +509円/kg

ホエイ等 無機質を濃縮したホエイ 14,000 14,000 25%、35% 29.8% +425円/kg、
29.8% +687円/kg

ホエイ及び調製ホエイ（配合飼
料用）

45,000 45,000 無税 29.8% +425円/kg、
29.8% +687円/kg

ホエイ及び調製ホエイ等（乳幼
児用調製粉乳製造用）

25,000 25,000 10% 29.8% +400円/kg、29.8% +425
円/kg、29.8％ +679円/kg、
29.8％ +687円/kg、29.8％

+1,023円/kg
バター及びバターオイル 581 581 35% 29.8% +985円/kg、

29.8% +1,159円/kg
雑豆（小豆、えんどう、そら豆、いんげん豆等） 120,000 120,000 10% 354円/kg

でん粉、イヌリン及びでん粉調製品 163,500 157,000 無税、16%、
25% 119円/kg

落花生 75,000 75,000 10% 617円/kg
こんにゃく芋（荒粉換算） 267 267 40% 2,796円/kg

調製食用脂 ニュージーランドを原産地とす
るもの

11,550 11,550
25% 29.8% +1,159円/kg

その他のもの 7,427 7,427
繭及び生糸（生糸換算） 1,809 1,548 無税 2,523円/kg（繭）、

6,978円/㎏（生糸）
（注）１．「関税割当数量」欄の斜体数字は、上期及び下期に分けて割当数量を定めることとされている品目である。

２．脱脂粉乳、ホエイ等、バター及びバターオイルの「２次税率」には、農畜産業振興機構（ALIC）が徴収するマークアッ
プが含まれる。
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２　海外農業情報等の収集･発信

諸外国の農業、農林水産物貿易、農業政策及び我が
国における農林水産物の輸出入の状況等について、情
報収集、調査分析を行い、最新の情報を農林水産省の
ホームページに掲載するなど国民に情報提供を行っ
た。

また、海外に対して我が国の農林水産施策の動向を
伝えるため、英文ニュースレター「MAFFUPDATE」
をまとめ、ホームページに掲載した。

３　多国間での取組

⑴　OECD（経済協力開発機構）
OECDは、マーシャルプランの受入体制として1948

年に発足したOEEC（欧州経済協力機構）が、その後、
米国・カナダと欧州諸国との繋がりが緊密化する中で
改組され、1961年に設立された。我が国は1964年に加
盟した。2010年３月現在30 ヶ国が加盟している。
ア　閣僚理事会

例年４－６月に開催される閣僚レベルの理事会
（通称、閣僚理事会）では、OECDの主要活動内容
が報告されるとともに、国際経済情勢の認識や展望、
今後の世界経済の方向性等について議論され、その
内容は議長総括としてとりまとめられている。

第48回閣僚理事会は、2009年６月24日〜 25日に
パリのOECD本部で開催された。我が国からは二階
経済産業大臣、中曽根外務大臣、伊藤外務副大臣、
岡本内閣府政務官、村上農林水産審議官が出席し、
①世界経済情勢、②回復への道、③政策協調におけ
るOECDの役割、④グリーン成長、⑤貿易・投資の
ための開放市場の維持について討議が行われた。

2010年２月には、OECD農業大臣会合が開催され、
近年の農産物市場の不安定化、途上国の食料危機、
気候変動の影響など、食料農業分野において、世界
が直面する諸問題について議論が行われた。我が国
からは舟山農林水産政務官が出席した。

イ　農業委員会
1987年の閣僚理事会コミュニケにおいて提唱され

た農業改革の諸原則に照らして、前年に引き続き
PSE等を利用しつつ各国の農業改革の進展状況を分
析した2009年版「OECD農業政策：モニタリングと
評価」が作成された。また、農産物の需給及び貿
易の動向等を分析した2009年版「OECD農業アウト
ルック」が作成された。　「農業と環境」について
は、農業委員会と環境政策委員会の合同作業部会に
おいて、気候変動と農業、特に農業分野での温室効

果ガスの削減と農業の気候変動への適応に関する作
業や、農業による水質汚染の軽減に向けた作業が行
われた。
「農業と貿易」については、農業委員会と貿易委

員会との合同作業部会において、農業貿易に関する
様々な側面からの分析及び農産物貿易に関する議論
が行われた。

⑵　UNCTAD（国連貿易開発会議）
UNCTAD（本部：ジュネーブ）は、1964年に設立

された国連の一機関であり、開発途上国の貿易と経済
開発に関する問題を取り上げ解決策を討議する場で、
いわゆる南北問題の主要フォーラムである。加盟国は
193カ国（2008年3月現在）である。
ア　総会

ほぼ４年に１回開催され、最近のものとしては、
第12回総会が2008年４月20日〜 25日、ガーナのア
クラにて開催された。総会は、途上国の貿易・経済
開発問題に対する国際社会の取り組み方について政
策レベルで中長期的な方向付けをする重要な会合で
あり、①世界経済のレビュー、②一次産品、③製品・
半製品、④貿易、⑤特恵、⑥後発開発途上国（LDC）
問題等につき協議が行われ、これまで多くの決議が
採択されてきた。

今次総会では、途上国支援や貿易について、取り
組むべき方針を述べたアクラ宣言を発表。なお、当
省関係では、食料価格高騰に対応した緊急食糧援助
を実施する旨発表し、途上国を中心に各国から高く
評価された。

イ　貿易開発理事会（TDB）
UNCTADの常設機関であるTDBは、毎年１回、

通常理事会を開催し、南北問題の討議と同時に、
UNCTADによる諸勧告の実施状況の検討および各
種委員会の報告書の採択などを行っている。

第55回TDB会合（2008年９月）においては、「LDC
のための行動計画進捗レビュー」、「アフリカにおけ
る経済発展」などについて議論が行われた。

⑶　国際商品協定
ア　国際穀物協定

国際穀物協定は、穀物の貿易等に関して情報交換
等を行うこと及び開発途上国に対する一定量の食糧
援助を確保することを目的として、国際穀物協定及
び食糧援助規約で構成されている。

現在、「1995年の穀物貿易規約」及び「1999年の
食糧援助規約」が適用されており、その内、食糧援
助規約についてはその有効期間は2011年６月30日ま
でとなっている。
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イ　国際コーヒー協定
国際コーヒー協定は、コーヒー市場の安定を図る

ことを主な目的として策定され、1963年に協定を発
効し、加盟輸出国への輸出割当により需給調整が行
われてきたが、1989年７月に経済条項を停止した以
降の協定の内容は、統計の整備、情報交換が中心と
なり、1994年協定を経て、現行の「2001年国際コー
ヒー協定」に至っている。

2001年協定の有効期間は2007年９月末となってい
たため、同年１月より新協定の協議が続けられ、９
月に「2007年の国際コーヒー協定」が合意された
が、同協定の効力発生要件が満たされていないこと
から、2010年９月末まで毎年2001年協定の延長が決
議されている。

我が国は、1964年以降国際コーヒー協定に参加し
ていたが、2009年９月に2001年協定の延長の決議を
行う際に、我が国の厳しい財政状況を背景に延長決
議を受け入れないとの判断によって、実質的に同協
定を脱退することとなった。

ウ　国際熱帯木材協定
「1983年の国際熱帯木材協定」は、熱帯産木材

の国際貿易の拡大及び価格の安定を図り、もって
熱帯木材生産国の輸出収入の安定と消費国への供
給の安定を確保することを目的として、1985年４
月に発効した。我が国は熱帯産木材の主要な輸入
国であるとともに、我が国の豊富な市場情報と高
度な林業技術が協定の目的達成に貢献できるとの
考 え か ら、ITTO（International Tropical Timer 
Organization）本部を横浜市に誘致した。
「1983年の国際熱帯木材協定」の発効以降２度の

延長を経て、1997年１月に「1994年の国際熱帯木材
協定」が発効した。この協定には、熱帯林の持続的
経営の達成のための「2000年目標」や「バリ・パー
トナーシップ資金」等が明記され、その後、同協定
は２度延長された。

また、2004年７月から同協定の改定交渉が開始さ
れ、2006年１月に「2006年の国際熱帯木材協定」が
合意されており、現在はその発効に向けて、各国が
締結手続きを実施している段階である。（我が国は
2007年８月に締結完了）
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第１節　統計の企画調整

１　統　計　企　画

農林水産統計については、農政を支える情報インフ
ラとしての重要な役割を果たすため、農林水産業、農
山漁村、食品産業等関連産業の実態を的確に把握する
統計調査を効率的・重点的に実施し、その結果を迅速
かつ利用しやすい形で提供した。

その際、総人件費改革への対応のため、調査員調査
化、郵送調査化のほか、市場化テストを新たに「農業
物価統計調査」及び「内水面漁業生産統計調査」の２
調査について導入し、徹底したアウトソーシングに取
り組むとともに、平成20年度検討を進めてきた調査の
廃止を含む調査内容の抜本的な見直しについて、可能
なものから順次実施した。

また、「米戸別所得補償モデル事業」の交付単価の
算定基礎に必要な米生産費データの的確な把握を行う
とともに、国家戦略である戸別所得補償制度の本格実
施に向けて、制度の円滑な実施に必要なデータを把握
するため、所要の統計を整備することとした。

更に、科学的かつ効率的に水稲作付面積を求積する
手法の開発を行うために「水稲作付面積調査における
衛星画像活用事業」を実施した。

2　統　計　調　整

統計行政を進める上で基本となる統計法（平成19年
法律第53号）に基づき、農林水産省の所掌事務に係る
統計調査を実施するに当たり必要な統計申請手続きを
行った。

3　総　合　解　析

⑴　「農村地域の姿」
農山漁村地域活性化に関する事業の一環として農山

漁村集落の再生を推進するためのデータ整備等をサ
ポートする観点から「農村地域の姿」（データベース）
を開発し、平成21年１月から農林水産省ホームページ
で利用を開始した。本データベースは集落ごとの農林

業センサスの主要データに加え、分析指標や地域にお
ける様々な活性化に向けた取組情報（文字情報）を掲
載し、これらを組み合わせて利用することにより地域
の実情を具体的に把握できるものである。

⑵　「わがマチ・わがムラ－市町村の姿－」
農林水産省のほか他省庁の統計データを利用して、

都道府県や市町村ごとの農林水産業の状況、地理的状
況、社会的状況等をグラフにより分かり易くまとめる
とともにデータの検索機能や市町村別順位等のランキ
ング表示機能を有するデータベースとして農林水産省
ホームページから提供している。平成21年度において
は、上記「農村地域の姿」とシステムを統合し、利便
性の向上を図った。
⑶　「グラフと絵で見る食料・農業－統計ダイジェス

ト－」
ビジュアル的に親しみ易い統計情報を提供する観点

から、農畜水産物の各種統計調査結果を図表化し、関
連情報やイラスト等を付加した「グラフと絵で見る食
料・農業－統計ダイジェスト－」を農林水産省ホーム
ページの「子どもページ」で提供している。

平成21年度は、図表やイラストをより分かり易いも
のとなるよう改善を図った。

4　広　報　関　係

統計調査結果の迅速な提供と多種多様なニーズへの
対応のため、①調査結果の概要を農林水産統計（第１
報）として農林水産省ホームページ等により公表、②
調査結果の詳細を調査ごとに編集した報告書、統計
データを集約した総合統計書やポケット統計書などの
刊行、③統計データを生かし季節の話題を「農林水産
とうけい歳時記」、「農林水産統計ウオッチ」として提
供、④「農林水産統計公表予定」及び「週間公表予定
表」を統計部ホームページに掲載するとともに、これ
らの提供媒体として統計部ホームページを利用者の利
便性を向上させるため2月1日に更改した。

また、調査手法や体系の見直しに対応し、調査を円
滑に実施するために農林水産統計調査協力推進誌「か
け橋」を刊行した。

第３章　統　　計　　部
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5　統　計　編　さ　ん

利用度の高い統計情報の提供を行うため、農林水産
業に関する各統計書の概要を総合的に収録した以下の
総合統計書を刊行した。

⑴　農林水産省統計表
本統計表（第84次）は、我が国の農林水産業に関す

る主要な統計について、農林水産省統計部の調査結果
を中心に農林水産省各局庁、他府省及び各種団体の統
計を総合的に収録し、都道府県別並びに英文併記によ
り編集したものである。

⑵　ポケット農林水産統計
本ポケット農林水産統計（平成21年版）は、我が国

及び海外の農林水産業の現状を概観できるよう、農林
水産省統計部の調査結果を中心に、主要な関連統計を
幅広く収録、編集したものである。

また、統計部では、他に各部門ごとの「ポケット園
芸統計」、「ポケット畜産統計」、「ポケット水産統計」
及び「ポケット食品統計」を編集している。

⑶　農林水産統計月報
本月報（通巻673号－684号）は、農林水産物の月別

動向を概観できるように、農業経営の動き、農林水産
物及び農業生産資材の需給及び輸出入に関する統計を
収録し、英文併記により編集したものである。

6　政府統計共同利用システム

政府は、「電子政府構築計画」（平成15年７月17日各
府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、
行政施策の企画・立案・評価、国民や事業所・企業な
どの合理的な意思決定や真理の探求を助け、国民生活
の向上や社会経済の発展に貢献することを使命とした

「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成
18年3月31日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会
議決定）を定め、府省間共通の行動指針の下に、社会
経済情勢の変化に対応した有用で信頼される統計を体
系的に整備し、適時的確に提供する取組を進めている。

　「政府統計共同利用システム」は、この取組の一
環として、国民にとって便利で使いやすい統計データ
の提供や各府省等の統計情報システムの集約を図るた
めに、平成20年４月から本格運用を開始したものであ
る。

これに伴い、①統計に用いる標準地域コードの共
有、②統計調査の母集団情報の管理及び標本抽出、③
統計調査の調査項目の標準化、④統計調査のオンライ
ン化、⑤個票データのレイアウト構造を示す記法等の
標準化、⑥統計情報の電子的提供の推進、⑦各府省の

統計に係るホームページにおけるコンテンツ（情報内
容）の構成、用語の共有化、⑧統計情報のワンストッ
プ・サービスの実現、⑨外部資源の活用を統計に携わ
る各府省が共通計画として推進している。

農林水産省においては、平成21年度の取組の結果、
「事業所及び企業を対象とする統計調査の重複是正の
実施」について特に進展があった。

第２節　情報システムの管理・運営

１　農林水産統計システム

農林水産統計システムは、「農林水産省共同利用電
子計算機システムに係る業務・システムの最適化計画
について」（平成18年３月17日行政情報化推進委員会
決定）に基づき、農林水産統計調査の審査、集計、分
析・加工を迅速かつ効率的に実施するために、平成18
年度に構築されたシステムであり、平成19年１月から
運用を開始した。

農林水産統計システムの特徴としては、①汎用的な
パッケージソフトウェアの採用による利便性の向上、
加工・分析の高度化、②統計データの一元管理による
セキュリティの向上、③民間データセンターへの委託
による運用管理の厳格化、サービスの向上、④１人１
台配置されているLAN端末から利用可能な簡素なシ
ステム体系等であり、迅速なデータ提供に資するもの
である。

2　農林水産統計情報総合データベース

農林水産統計情報総合データベースは、農林水産行
政の企画・立案・推進に資するとともに、国民への行
政サービスの向上を図るため、農林水産省ホームペー
ジからアクセスすることができるデータベースシステ
ムとして平成15年４月から運用を開始した。

平成22年２月からは、「統計調査等業務の業務・シ
ステム最適化計画」（平成18年３月31日各府省情報化
統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、本デー
タベースシステムから政府統計共同利用システムへ
データを移行し、当省ホームページからリンクによる
提供を行っている。
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第３節　経営統計調査

１　農業経営統計調査

⑴　営農類型別経営統計
ア　調査の目的

この統計は、農産物の販売を目的とする農業経営
体の経営の実態等を明らかにし、農業行政の資料を
整備することを目的とする。

イ　調査対象
全国の農業経営体のうち農業生産物の販売を目的

とする個別経営体、組織法人経営体及び任意組織経
営体を調査対象とした。

ウ　調査の方法
調査経営体に現金出納帳・作業日誌（調査票）を

配布して、調査経営体が毎日の現金収支、労働時間
等を記録する自計調査、農林水産省の職員が調査経
営体の決算書類等を閲覧し、その内容を転記して行
う調査並びに農林水産省の職員が調査経営体の代表
者に対して行う面接調査の方法により行った。

エ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「営農類型別経営統計」として刊行する。
⑵　経営形態別経営統計

ア　調査の目的
この統計は、農産物の販売を目的とする農業経営

体の経営の実態等を明らかにし、農業行政の資料を
整備することを目的とする。

イ　調査対象
個別経営体は、営農類型別経営統計で取りまとめ

た各営農類型に分類した調査経営体に「その他経営」
に分類した調査経営体を加えて調査対象とした。

組織法人経営体は、営農類型別経営統計の調査経
営体を調査対象とした。

ウ　調査の方法
調査経営体に現金出納帳・作業日誌（調査票）を

配布して、調査経営体が毎日の現金収支、労働時間
等を記録する自計調査、農林水産省の職員が調査経
営体の決算書類等を閲覧し、その内容を転記して行
う調査並びに農林水産省の職員が調査経営体の代表
者に対して行う面接調査の方法により行った。

エ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、その

詳細を個別経営体については、「経営形態別経営統
計（個別経営）」として刊行し、組織法人経営体に

ついては「営農類型別経営統計（組織経営編）」に
収録する。　

⑶　農産物生産費統計
ア　調査の目的
鉉　米生産費統計

この統計は、米の生産コストを明らかにし、米
戸別所得補償モデル対策、生産対策、経営改善対
策等の資料を整備することを目的とする。
鉤　小麦生産費統計

この統計は、小麦の生産コストを明らかにし、
水田・畑作経営所得安定対策、生産対策、経営改
善対策等の資料を整備することを目的とする。
鉈　工芸農作物等生産費統計

この統計は、工芸農作物等（大豆、原料用かん
しょ、原料用ばれいしょ、てんさい、さとうきび）
の生産コストを明らかにし、水田・畑作経営所得
安定対策等、生産対策、経営改善対策等の資料を
整備することを目的とする。

イ　調査の対象
当該作目の経営規模が、作目ごとに定めた規定を

満たす個別経営体を調査対象とした。
ウ　調査の方法

調査経営体に現金出納帳・作業日誌（調査票）を
配布して、調査経営体が生産資材の購入、生産物の
販売、労働時間等を記録する自計調査、農林水産省
の職員が調査客体の決算書類等を閲覧し、その内容
を転記して行う調査並びに農林水産省の職員が調査
経営体に対して行う面接調査の方法により行った。

エ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を作目ごとに公表するとと

もに、詳細を「米及び小麦の生産費」及び「工芸農
作物等の生産費」として刊行する。

⑷　畜産物生産費統計
ア　調査の目的
鉉　牛乳生産費統計

この統計は、生乳の生産に係るコストを把握し、
加工原料乳の生産者補給金単価の算定、畜産経営
改善等の農政推進の資料とする。
鉤　肉用牛生産費統計

この統計は、肉用牛（去勢若齢肥育牛、乳用お
す肥育牛、交雑種肥育牛、乳用おす育成牛、交雑
種育成牛）生産及び子牛生産に係るコストを把握
し、牛肉の安定価格等の算定及び肉用子牛の保証
基準価格等の算定、畜産経営改善等の農政推進の
資料とする。
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鉈　肥育豚生産費
この統計は、肥育豚生産に係るコストを把握し、

豚肉の安定価格等の算定、畜産経営改善等の農政
推進の資料とする。

イ　調査の対象
当該畜種の経営規模が、畜種ごとに定めた規定を

満たす個別経営体を調査対象とした。
ウ　調査の方法

調査経営体に現金出納帳・作業日誌（調査票）を
配布して、調査経営体が生産資材の購入、生産物の
販売、労働時間等を記録する自計調査、農林水産省
の職員が調査客体の決算書類等を閲覧し、その内容
を転記して行う調査並びに農林水産省の職員が調査
経営体に対して行う面接調査の方法により行った。

エ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を畜種ごとに公表するとと

もに、詳細を「畜産物生産費」として刊行する。

２　林業経営統計調査

⑴　調査の目的
ア　林業経営統計

この統計は、林業経営体の林業経営収支等を把握
することにより林業経営の実態を明らかにし、林業
行政推進の資料とする。

イ　栽培きのこ経営統計
この統計は、栽培きのこ経営体の経営収支等を把

握することにより栽培きのこ経営の実態を明らかに
し、林業行政推進の資料とする。

⑵　調査対象
ア　林業経営統計

家族経営の林業経営体のうち、①保有山林面積が
50ha以上であって、林木に係る施業を行っている
経営体、②保有山林面積が20ha以上50ha未満であっ
て、過去1年間の林木に係る施業労働日数が30日以
上である経営体を調査対象とした。

イ　栽培きのこ経営統計
生しいたけ（保有ほだ木数３千本以上の原木栽培、

菌床栽培）、乾燥しいたけ（保有ほだ木数３千本以
上の原木栽培）、えのきたけ、ぶなしめじ、まいた
け及びなめこのいずれかを生産し、当該栽培きのこ
の過去1年間の販売額が50万円以上である家族経営
の栽培きのこ経営体を調査対象とした。

⑶　調査の方法
調査経営体に対して調査簿を配布して行う記帳調査

（協力の得られる調査対象については郵送による）と、
農林水産省の職員による面接調査により行った。

⑷　調査結果の公表
平成20年度調査結果の概要を公表し、詳細について

は「林業経営統計調査報告」として刊行する。
なお、林業経営統計については、平成21年度は調査

の周期年化により休止した。また、栽培きのこ経営統
計については、平成20年度をもって廃止した。

３　漁業経営調査

⑴　調査の目的
漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等の経

営体の経営実態を明らかにし、水産行政の推進の資料
とする。

⑵　調査対象
ア　個人経営体調査

全国の漁業経営体のうち、第2種兼業漁家を除く
個人であり、海面漁業を営む経営体で、①海面にお
いて主として動力漁船を用いて漁船漁業を営むも
の、②海面において主として小型定置網漁業を営む
もの、③主として対象水産物（ぶり類、まだい、ほ
たてがい、かき類、わかめ類、のり類、真珠）の海
面養殖業を営むものを調査対象とした。

イ　会社経営体調査
全国の漁業経営体のうち、会社であり、海面漁業

を営む経営体で、①海面において主として使用動力
漁船の合計トン数が10t以上の動力漁船を用いて漁
船漁業を営むもの、②海面において主として大型定
置網漁業を営むもの、③海面において主としてさけ
定置網漁業を営むもの、④主として対象水産物（ぶ
り類、まだい）の海面養殖業を営むものを調査対象
とした。

ウ　共同経営体調査
全国の漁業経営体のうち、共同経営であり、海面

漁業を営む経営体で、①海面において主として使用
動力漁船の合計トン数が10t以上の動力漁船を用い
て漁船漁業を営むもの、②海面において主として大
型定置網漁業を営むもの、③海面において主として
さけ定置網漁業を営むものを調査対象とした。

⑶　調査の方法
ア　個人経営体調査

調査経営体に日記帳を配布して記帳・記入を依頼
し、日々の現金収支、労働時間等については調査経
営体が記帳、財産の増減等については農林水産省の
職員が面接調査により行う方法、若しくは調査経営
体に調査票を配布して記入を依頼し、調査経営体が
税務申告関係帳簿類等を用いて調査票へ記入する方
法のいずれかにより調査を行った。
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イ　会社経営体調査
調査経営体が自己の経営管理や税務処理に備えて

作成記録している会計帳簿類、財務諸表等を利用し
て、調査経営体の決算終了後に調査票へ記入する方
法により行った。

ウ　共同経営体調査
調査経営体が自己の経営管理や税務処理に備えて

作成記録している会計帳簿類、財務諸表等を利用し
て、調査経営体の決算終了後に調査票へ記入する方
法により行った。

⑷　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を

「漁業経営調査報告」として刊行する。

４　農業物価統計調査

⑴　調査の目的
農業における投入・産出の物価変動を測定するため、

農業経営に直接関係ある物価等を把握し、その結果を
総合して農業物価指数等を作成するほか、生産対策・
経営安定対策等の各種行政施策の推進等のための資料
を整備することを目的とする。

⑵　調査の種類及び区分
調査は、農産物生産者価格調査及び農業生産資材価

格調査の２種類に区分される。
また、農産物生産者価格調査は、一般農産物生産者

価格調査（野菜以外）及び野菜生産者価格調査に区分
される。

⑶　調査対象
農産物生産者価格調査は、調査品目ごとに主な産地

における取引量の多い出荷団体等を調査対象とした。
農業生産資材価格調査は、都道府県ごとに農家の農

業生産資材の購入価格を代表するとみられる小売店等
を調査対象とした。

⑷　調査の方法
調査は、平成20年12月分調査までは農業物価統計調

査員の面接又は電話による聞き取り等により行い、平
成21年１月分調査からは委託業者による調査員調査、
若しくは郵送、FAX又はオンラインによる自計調査
の方法により行った。

⑸　調査結果の公表
月々の農業物価指数は、毎調査月の翌月に公表して

いる。年次指数については、その概要を公表するとと
もに、詳細を「農業物価統計」として刊行する。

５　農林漁業生産所得

国民経済的な立場から農林水産業生産の実態を価値

量的に把握し、農林水産行政の企画立案、振興計画の
策定等の資料とする。

⑴　推計の方法
ア　農業総産出額及び生産農業所得（全国推計値）

農業総産出額は、全国を推計単位として、農業生
産活動による最終生産物の全国の品目別生産量に、
品目別農家庭先価格を乗じた額を合計して求めた。
これに、農業経営統計調査結果から求めた所得率を
乗じ、水田農業構造改革交付金等を加算して生産農
業所得を推計した。

イ　農業産出額及び生産農業所得（都道府県別推計値）
農業産出額は、都道府県を推計単位として、都道

府県別の品目別生産量に品目別農家庭先価格を乗じ
て求めた。これに、農業経営統計調査結果から求め
た所得率を乗じ、水田農業構造改革交付金等を加算
して生産農業所得を推計した。

ウ　林業産出額及び生産林業所得
林業産出額は、都道府県を推計単位として、都道

府県別の林産物生産量に生産者価格を乗じて求め
た。これに、林業経営統計調査等を基礎にして求め
た所得率を乗じて生産林業所得を推計した。

エ　漁業生産額
漁業生産額は、海面及び内水面における漁業・養

殖業生産量に産地卸売価格等を乗じて求めた。
⑵　推計結果の公表

推計結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「生産農業所得統計」及び「生産林業所得統計報告書」
として刊行し、漁業生産額については「漁業・養殖業
生産統計年報」に収録する。

第４節　構造統計調査

１　農林業センサス

平成22年２月１日現在で「2010年世界農林業センサ
ス」を実施した。

本調査は、食料・農業・農村基本計画及び森林・林
業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統
計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、地域の
農林業の実態を明らかにすることを目的に、昭和25年
に始まり、昭和27年の「経済統計に関する国際条約」（昭
和27年、条約第19号）に基づき、10年毎に世界農林業
センサスとして実施するとともに、その中間年に我が
国独自の農林業センサスを実施しており、今回は農業
で13回目、林業で７回目となる。

調査は、農林業経営体調査及び農山村地域調査に区
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分される。
なお、調査結果は22年度に公表することとしている。

⑴　農林業経営体調査
調査の対象は、①農林産物の生産を行うか又は委託

を受けて農林作業を行い、②生産又は作業に係る面積・
頭数が一定規模以上の農林業生産活動を行う者とする
農林業経営体とした。

調査の機構は、農林水産省－都道府県－市区町村－
指導員－調査員で実施した。

調査の期日及び方法は、平成22年２月１日現在で調
査対象の自計調査により実施した。

主な調査項目は、経営形態、世帯員状態、耕地面積、
農業機械、農業労働力、農産物の生産・販売、農作業
の受委託、山林面積、林業労働力、素材生産・販売、
林業作業の受託等である。

⑵　農山村地域調査
調査の対象は、すべての市区町村（東京都特別区の

23区も含む。）及び全域が市街化区域に含まれる農業
集落を除くすべての農業集落とした。

調査の機構は、市区町村に対しては農林水産省－地
方統計組織で実施し、農業集落に対しては農林水産省
－地方統計組織－統計調査員で実施した。

調査の期日及び方法は、平成22年２月１日現在で以
下の方法により実施した。

市区町村に対する調査は、往復郵送調査とし市区町
村の申出によりオンライン報告も可能とした。

農業集落に対する調査は、農業集落精通者に対し統
計調査員が調査票を配布・回収する自計調査とし、農
業集落精通者の申出により面接調査も可能とした。

主な調査項目は、市区町村及び農業集落における立
地条件、耕地・林野面積、地域資源の保全状況等である。

２　漁業センサス

平成21年度は、平成20年度に実施した調査結果の集
計を行い、平成21年８月31日に「2008年漁業センサス
結果の概要（平成20年11月１日現在）」を公表した。

また、以下の報告書（第１巻〜第４巻、第７巻、第
８巻）を刊行した。

第１巻　海面漁業に関する統計（全国・大海区編）
第２巻　海面漁業に関する統計（都道府県編）
第３巻　海面漁業に関する統計（市区町村編）
第４巻　海面漁業に関する統計（漁業地区編）
第７巻　内水面漁業に関する統計
第８巻　流通加工業に関する統計

３　農業構造動態調査

この調査は、５年ごとに実施している農林業センサ
ス実施年以外の年に、農業の農業生産構造及び就業構
造に関する事項を把握し、農政の企画・立案、推進等
に必要な資料を整備することを目的して実施してい
る。

平成21年度は、2010年世界農林業センサスの実施年
であるため調査は休止し、平成20年度に実施した調査
結果の概要を公表するとともに、詳細を「農業構造動
態調査報告書」として刊行した。

４　新規就農者調査

⑴　調査の目的
この調査は、新規就農者数（雇用における新規就農

者及び新規参入者を含む。）を把握し、新規就農者の
育成・確保を図るための諸施策の円滑な推進に必要な
資料を提供することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
調査は、平成21年4月1日現在で実施した。

ア　就業状態調査は、2005年農林業センサスで把握し
た農業経営体のうち、家族経営体を対象とし、調査
票を郵送により配布・回収する自計調査の方法によ
り実施した。

イ　新規雇用者調査は、2005年農林業センサスで把握
した農業経営体のうち、組織経営体（家族経営体以
外の農業経営体）及び一戸一法人（家族経営体のう
ち、法人化している経営体）を対象とし、調査票を
郵送により配布・回収する自計調査の方法により実
施した。

ウ　新規参入者調査は、すべての農業委員会を調査対
象とし、調査票を郵送又は電子情報処理組織若しく
はFAXを使用する方法により配布・回収する自計
調査に方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を

「農業構造動態調査報告書（併載：新規就農者調査結
果）」として刊行した。

5　農道整備状況調査

⑴　調査の目的
この調査は、農道の整備状況の実態を明らかにし、

農業農村整備の推進に必要な資料を提供することを目
的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
調査は、平成22年８月１日現在で全市区町村（東京
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都特別区の23区を含む。）を対象に、調査票を郵送又
は電子メール又はFAXにより配布・回収する自計調
査の方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表した。

６　集落営農実態調査

⑴　調査の目的
この調査は、全国統一的な基準で集落営農の数及び

取り組み状況を把握し、集落営農の育成・確保・支援
に係る施策の企画・立案、推進、評価等に必要な資料
を整備することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
ア　集落営農実態調査

調査は、平成22年２月１日現在で全国の市区町村
（直近の農林業センサスにおいて耕地の存在が認め
られなかった市区町村を除く。）を対象に、調査票
を郵送又は電子メール又はFAXにより配布・回収
する自計調査の方法により実施した。

イ　集落営農活動実態調査
調査は、平成22年３月１日現在で「集落営農実態

調査」で把握した集落内の営農を一括管理・運営し
ている集落営農の代表者を対象に、調査票を郵送に
より配布・回収する自計調査の方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、平成22年度にその概要を公表するとと

もに、詳細を「集落営農実態調査報告書」として刊行
する。（集落営農活動実態調査併載）

7　漁業就業動向調査

⑴　調査の目的
この調査は、５年ごとに実施している漁業センサス

の実施年以外の年における漁業経営体数や漁業就業者
数などの動向を明らかにし、漁業就業構造の改善、漁
業就業者の確保等を図るための諸施策の推進に必要な
資料を整備することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
調査は、平成21年11月１日現在で2008年漁業センサ

スで把握した個人経営体及び団体経営体を対象に、個
人経営体に対する調査は統計調査員が調査票を配布・
回収する自計調査の方法により、団体経営体に対する
調査は調査票を郵送により配布・回収する自計調査の
方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表した。詳細は平成22年

度に「漁業就業動向調査報告書」として刊行する。

第５節　生産統計調査

１　作物統計調査

⑴　面積調査
ア　耕地面積調査
鉉　調査の目的

農業の生産基盤となる耕地の実態を調査し、土
地資源の有効利用など諸施策の資料とする。
鉤　調査の方法

耕地面積調査は、耕地とその周辺にある開墾可
能な土地を約2ha（北海道は約10ha）単位に区画
して編成した単位区の中から標本単位区を抽出
し、７月15日現在で対地標本実測調査により行い、
衛星画像・航空写真の利用、巡回・見積り、行政
機関等からの情報・資料収集等により補完した。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、詳
細を「耕地及び作付面積統計」として刊行した。

イ　作付面積調査
鉉　調査の目的

農作物の作付（栽培）面積を調査し、土地の利
用状況を明らかにするとともに収穫量を推定する
場合の基礎とするほか、土地の高度利用計画、農
作物の需給計画等諸施策の資料とする。
鉤　調査の方法

作付面積調査は、耕地面積調査と同時に標本単
位区に対する対地標本実測調査、関係団体を対象
とした郵送調査により行い、巡回・見積り及び行
政機関からの情報・資料収集により補完した。
鉈　調査結果の公表

主な作物の作付（栽培）面積は、その概要を公
表し、詳細を「耕地及び作付面積統計」として刊
行するとともに、「作物統計」に掲載した。

⑵　作況調査
ア　作柄概況調査
鉉　調査の目的

水稲の作柄概況を早期にかつ正確に把握し、食
料の需給調整、価格の安定等諸施策の資料とする。
鉤　調査の方法

作況標本筆、作況基準筆及び被害調査筆に対す
る実測調査及びその結果に基づく巡回・見積りに
より調査を行った。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表した。
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イ　予想収穫量調査
鉉　調査の目的

水稲の予想収穫量を早期にかつ正確に把握し、
食料の需給調整、価格の安定等諸施策の資料とす
る。
鉤　調査の方法

作況標本筆、作況基準筆及び被害調査筆に対す
る実測調査並びにその結果に基づく巡回・見積り
により調査を行った。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表した。
ウ　収穫量調査
鉉　調査の目的

農作物の収穫量を調査し、生産振興、価格安定、
需給計画の策定等諸施策の資料とする。
鉤　調査の方法

水稲については、作況標本筆、作況基準筆及び
被害調査筆に対する実測調査並びにその結果に基
づく巡回・見積りにより調査を行った。

陸稲、麦類、大豆、かんしょ、飼料作物、果樹
及び野菜については、関係団体及び標本経営体に
対する往復郵送調査及び巡回・情報収集により調
査を行った。

甘味資源作物（てんさい及びさとうきび）につ
いては、製糖会社、製糖工場等に対する往復郵送
調査により行った。

茶については、標本荒茶工場に対する往復郵送
調査により行った。

花きについては、集出荷団体等に対する往復郵
送調査及び関係機関等からの情報収集により調査
を行った。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、詳
細を水稲、陸稲、麦類、大豆、かんしょ、飼料作
物、甘味資源及び茶については「作物統計」として、
果樹については「果樹生産出荷統計」として、野
菜については「野菜生産出荷統計」として、花き
については「花き生産出荷統計」として刊行した。

⑶　被害調査
ア　共済減収調査
鉉　調査の目的

共済減収調査は、農業災害補償制度における損
害の額について国が行う審査・認定の資料として、
10a当たり収量、共済基準減収量及び共済基準減
収量に関わる作付面積を調査する。
鉤　調査方法及び調査結果の利活用

水稲、麦類、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげ
ん並びに主な果樹の共済目的の種類ごとに共済基
準収穫量を基準とする増収面積及び程度別減収面
積並びに増収量、程度別減収量及び共済減収量に
ついて標本実測調査並びにその結果に基づく巡
回・見積りにより調査を行った。

なお、調査結果は、損害評価の資料として取り
まとめて経営局へ提示した。

イ　被害応急調査
鉉　調査の目的

災害等を受けた作物の災害種類別の被害面積及
び被害量について被害統計を作成し、天災融資法
の適用、特別交付税の算定及びその他の災害対策
の企画・立案、実施等のための資料とする。
鉤　調査の方法

重大な災害等が発生したと認められる地域内に
ある作物の栽培の用に供される土地及び作物につ
き職員による巡回・見積り及び情報収集の方法に
より調査を行った。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、四半期ごとに被害見込金額が10億
円以上の災害について、その概要を公表するとと
もに、1年間の農作物被害の詳細を「農作物災害
種類別被害統計」として刊行した。

２　特定作物統計調査

⑴　調査の目的
豆類（小豆、いんげん及びらっかせい）、そば、こ

んにゃくいも及び「い」の生産に関する実態を明らか
にし、関税割当数量及び共済基準収穫量の算定、生産
振興対策の推進のための資料を整備することを目的に
実施する。

⑵　調査の方法
ア　作付面積調査

関係団体に対する往復郵送調査及び巡回・見積り
により調査を行った。

イ　収穫量調査
関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査及

び巡回・情報収集により調査を行った。
⑶　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、「作物
統計」として刊行した。

3　畜産統計調査

⑴　調査の目的
畜産統計調査は、主要家畜の飼養戸数、飼養頭羽数
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等を取りまとめ、畜産行政の資料とする。
⑵　調査対象と調査方法

ア　乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏調査
農林業センサスを基礎に畜種別の母集団を編成し

標本抽出した飼養者を調査対象に、往復郵送調査に
より行った。

なお、乳用牛、肉用牛調査については、牛個体識
別システム（注：個体識別番号により、牛の生年月
日、性別、品種、所在地等のデータを一元的に管理
するシステム）のデータを活用した調査体系となっ
ている。

イ　鶏ひなふ化羽数調査
鶏ひなふ化羽数調査は、鶏ひなふ化場を調査対象

に往復郵送調査により行った。
なお、本調査は平成21年12月分をもって調査を終

了した。
⑶　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細に
ついては「畜産統計」として刊行した。

４　木材統計調査

⑴　木材統計調査
ア　基礎調査
鉉　調査の目的

素材生産及び木材製品の生産並びに出荷等に関
する実態を明らかにし、林業行政の資料を整備す
ることを目的とする。
鉤　調査対象と調査方法

基礎調査は、全国の製材工場、木材チップ工場
及び合単板工場から抽出した標本工場を対象に、
平成21年12月31日現在を調査期日とし、調査期日
以前1年間の素材の入荷量、消費量及び在庫量、
製材品の出荷量及び在庫量、合板及び木材チップ
の生産量及び在庫量をオンライン、郵送又は調査
員が調査票を配布･回収する自計調査又は面接・
聞き取りによる他計調査により行った。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、詳
細を「木材需給報告書」として刊行する。

イ　月別調査
鉉　調査の目的

毎月の木材需給の動向を把握し、木材の需給及
び価格の安定等流通改善対策等の推進に必要な資
料を整備する。
鉤　調査対象と調査方法

月別調査は、全国の製材工場及び合単板工場か

ら抽出した標本工場を対象に、毎月の素材の入荷
量、消費量及び在庫量、製材品及び合板の生産量、
出荷量及び在庫量等についてオンライン調査又は
郵送調査により行った。
鉈　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、詳
細を「木材需給報告書」として刊行する。

⑵　木材流通統計調査
木材価格統計調査
ア　調査の目的

素材、木材チップ及び木材製品の価格水準及び変
動を把握し、木材の需給及び価格の安定等流通改善
対策、木材産業の合理化対策等の諸施策の推進に必
要な資料を整備する。

イ　調査対象と調査方法
木材価格統計調査は、素材・木材チップ価格調査

と木材製品卸売価格調査に分かれ、標本工場等を対
象に、毎月の素材、木材チップ及び木材製品の価格
等についてオンライン、郵送又はFAXにより調査
票を配布・回収する自計調査の方法により行った。
平成21年１月から市場化テストとして、民間事業者
が製材工場等・木材流通業者に対しオンライン、郵
送又はFAXで調査票を配布・回収する自計調査に
より行っている。

ウ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「木材需給報告書」として刊行する。

５　漁業生産統計調査

⑴　調査の目的
海面及び内水面における漁業・養殖業の生産に関す

る実態を把握して、水産行政の推進等に必要な資料を
整備することを目的とする。

⑵　調査の種類
調査は、海面漁業生産統計調査（稼働量調査、海面

漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査）及び
内水面漁業生産統計調査（内水面漁業漁獲統計調査、
内水面養殖業収獲統計調査及び３湖沼漁業生産統計調
査）に区分される。

⑶　調査対象と調査方法
ア　海面漁業生産統計調査
鉉　稼働量調査

海面に沿う市区町村等の区域内にある海面漁業
経営体のうち、かつお・まぐろ類に係る漁業種類
であって、漁獲成績等報告書を利用できない沿岸
まぐろはえ縄、沿岸かつお一本釣、ひき縄釣、大
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型定置網を営んだ海面漁業経営体を対象として、
調査員による面接聞き取りにより調査を行った。
鉤　海面漁業漁獲統計調査

海面に沿う市区町村等の区域内にある海面漁業
経営体及び水揚機関を対象として、自計調査若し
くは調査員による面接聞き取りによる調査、水揚
機関の事務所の記録を閲覧し転記する方法、職員
による往復郵送調査、又は漁獲成績等報告書を利
用した取りまとめを行った。
鉈　海面養殖業収獲統計調査

海面に沿う市区町村等の区域内にある海面漁業
経営体及び水揚機関を対象として、自計調査又は
調査員による面接聞き取りによる調査、水揚機関
の事務所の記録を閲覧し転記する方法、職員によ
る往復郵送調査により取りまとめを行った。

イ　内水面漁業生産統計調査
鉉　内水面漁業漁獲統計調査

漁業権の設定等が行われている年間漁獲量50ｔ
以上の河川及び湖沼（琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦を
除く。）、並びに年間漁獲量が50ｔ未満であっても、
統計部長が国の施策上、毎年の調査が必要な河川
及び湖沼として指定するものを対象として、対象
を管轄する内水面漁業協同組合及び経営体に調査
員、郵送又はFAXにより調査票を配布・回収す
る方法により調査を行った。平成21年調査から市
場化テストとして、民間事業者が内水面漁業協同
組合及び経営体に対し、民間事業者が任命する調
査員、郵送又はFAXにより調査票を配布・回収
する方法により行っている。
鉤　内水面養殖業収獲統計調査

全国のます類、あゆ、こい及びうなぎの内水面
養殖業を営むすべての経営体を対象として、経営
体に調査員、郵送又はFAXにより調査票を配布・
回収する方法により調査を行った。平成21年調査
から市場化テストとして、民間事業者が経営体に
対し、民間事業者が任命する調査員、郵送又は
FAXにより調査票を配布・回収する方法により
行っている。
鉈　３湖沼漁業生産統計調査

琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で生産された水産物を
扱うすべての水揚機関、漁業又は養殖業を営むす
べての経営体を対象として、経営体に調査員、郵
送又はFAXにより調査票を配布・回収する方法
により調査を行った。平成21年調査から市場化テ
ストとして、民間事業者が経営体に対し、民間事
業者が任命する調査員、郵送又はFAXにより調

査票を配布・回収する方法により行っている。
⑷　調査結果の公表

調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「漁業・養殖業生産統計年報」として刊行する。

第６節　流通消費統計調査

１　食品産業活動実態調査

⑴　調査の目的
①我が国の食品産業（食品製造業、食品卸売業、食

品小売業、外食産業）の東アジアへの進出状況、現地
での製造・販売の実態、②食品産業における畜産物の
仕入先別仕入量等を把握することにより、食品産業の
各部門・業種間における量的なフロー（流通経路・規
模）を明らかにし、各種施策の推進及び検証のための
資料とする。

⑵　調査対象と調査方法
調査は、海外進出企業調査及び畜産物国内流通構造

調査に区分される。
海外進出企業調査は、海外に現地法人を有する国内

の本社企業を対象に郵送により調査票を配布・回収す
る自計調査により行った。

畜産物国内流通構造調査は、全国の食品製造業を営
む事業所のうち、畜産物を原材料とする製造品を出荷
している事業所、食品卸売業を営む事業所のうち、畜
産物を販売している事業所、食品小売業を営む事業所
のうち、畜産物を販売している事業所及び外食産業（喫
茶店を除く一般飲食店）を営む事業所を対象に、郵送
により調査票を配布・回収する自計調査により行った。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を

「食品産業活動実態調査報告」として刊行する。

２　牛乳乳製品統計調査

⑴　調査の目的
牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、

畜産行政の資料を整備することを目的とする。
⑵　調査対象と調査方法

調査は、年１回調査の基礎調査と、毎月調査の月別
調査に区分される。

基礎調査は、全国の全ての牛乳処理場及び乳製品工
場を対象に行っており、委託事業者が調査票を郵送で
配布・回収する自計調査により行った。

なお、乳製品工場のうち、アイスクリームのみ製造
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する乳製品工場で年間生産量が５万リットルに満たな
いものは除いた。

月別調査は、基礎調査で調査対象となる全ての乳製
品工場及び基礎調査結果に基づき選定された牛乳処理
場を対象に、委託事業者が調査対象の作成した電子調
査票をオンライン又はFAXで回収する自計調査によ
り行った。

⑶　調査結果の公表
基礎調査の調査結果の概要及び月別調査の調査結果

の概要を公表するとともに、両調査の詳細を「牛乳乳
製品統計」として刊行した。

３　食品流通段階別価格形成調査

⑴　調査の目的
生鮮農水産物（青果物及び水産物）の各流通段階別

の流通経費等の実態を把握するとともに、その結果を
用いて価格形成を試算し、食料の供給コスト縮減等の
施策の推進の資料とする。

⑵　調査対象と調査手法
食品流通段階別価格形成調査は、青果物経費調査及

び水産物経費調査からなり、青果物経費調査は、①各
調査品目毎に消費地市場（札幌、仙台、東京、横浜、
名古屋、岐阜、京都、大阪及び福岡に所在する中央卸
売市場）への出荷実績が多い上位都道府県の集出荷団
体、②消費地市場において青果物を取り扱う仲卸業者、
③消費地市場に所在する仲卸業者から青果物を仕入れ
ている小売業者を対象に、水産物経費調査は、①各調
査品目毎に水揚量の多い上位10産地卸売市場において
卸売を行う産地卸売業者、②①の産地卸売業者から水
産物を仕入れ、消費地市場（札幌、仙台、東京、横浜、
名古屋、大阪、神戸及び福岡に所在する中央卸売市場）
へ出荷を行う産地出荷業者、③消費地市場において水
産物を取り扱う仲卸業者、④消費地市場に所在する仲
卸業者から水産物を仕入れている小売業者を対象に、
調査員が調査票を配布・回収する方法又は調査票を郵
送で配布・回収による自計調査により行った。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を

「食品流通段階別価格形成調査報告」として刊行する。

4　青果物卸売市場調査

⑴　調査の目的
青果物の卸売市場における卸売数量及び卸売価額を

調査し、価格形成の実態等を明らかにし、青果物の流
通改善対策、価格安定対策等の資料とする。

⑵　調査対象と調査方法
調査は、全国の主要な都市の青果物卸売会社を対象

に、品目別、産地都道府県別の卸売数量及び卸売価額
について、調査対象が作成した電磁的記録媒体の郵送
による収集、郵送により調査票を配布・回収する自計
調査又はオンライン調査により行った。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を

「青果物卸売市場調査報告」として刊行した。また、
産地都道府県別の結果を「青果物産地別卸売統計」と
して刊行した。

５　畜産物流通調査

⑴　調査の目的
食肉、鶏卵、食鳥の生産量、取引数量、価格等を明

らかにし、価格安定対策、需給調整、流通改善対策等
の資料とする。

⑵　調査対象と調査方法
畜産物流通調査は、と畜場統計調査、鶏卵流通統計

調査、食鳥流通統計調査及び食肉卸売市場調査に区分
される。

と畜場統計調査は、全国のと畜場を対象に、と畜頭
数、枝肉重量について、調査員による面接調査、資料
閲覧、調査対象が作成した電磁的記録媒体の郵送によ
る収集、郵送により調査票を配布し、郵送又はFAX
により回収する自計調査及びオンライン調査により
行った。

鶏卵流通統計調査は、全国の鶏卵集出荷機関から選
定した対象に、鶏卵集荷量、仕向先別出荷量等につい
て、調査員による面接調査、資料閲覧、郵送により調
査票を配布し、郵送又はFAXにより回収する自計調
査により行った。

食鳥流通統計調査は、全国の食鳥処理場を対象に、
集荷量及び処理量等について、調査員による面接調
査、資料閲覧、郵送により調査票を配布し、郵送又は
FAXにより回収する自計調査により行った。

食肉卸売市場調査は、全国の食肉中央卸売市場等を
対象に、枝肉取引成立頭数、重量、価額について、調
査対象が作成した電磁的記録媒体の郵送による収集、
郵送により調査票を配布し、郵送又はFAXにより回
収する自計調査及びオンライン調査により行った。

なお、と畜場統計調査（日別）及び食肉卸売市場調
査（日別）については、委託事業者による電話での聞
き取り、FAX及びオンライン調査により行った。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
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「畜産物流通統計」として刊行した。

６　水産物流通調査

⑴　産地水産物流通調査
ア　調査の目的

水産物の主要産地における水揚量、水揚価額及び
用途別出荷量を調査し、水産物需給計画、価格安定
対策等の資料とする。

イ　調査対象と調査方法
調査は、水揚量・価格調査（月別調査）及び用途

別出荷量調査に区分される。
水揚量・価格調査（月別調査）は、全国の主要な

産地卸売市場の卸売業者及び漁業協同組合を対象
に、品目別の水揚量及び水揚価額について、調査員
又は郵送により調査票を配布・回収する自計調査又
は資料閲覧により行った。なお、（社）漁業情報サー
ビスセンターの水産物流通情報調査が実施されてい
る市場については、同調査のデータを利用した。

用途別出荷量調査は、産地卸売市場の卸売業者、
漁業協同組合及び仲卸業者を対象に用途別出荷量に
ついて、調査員による面接調査又は郵送により調査
票を配布・回収する自計調査により行った。

ウ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「水産物流通統計年報」として刊行した。
なお、水揚量・価格調査（月別調査）は平成21年

12月分をもって廃止した。
⑵　冷蔵水産物流通調査

ア　調査の目的
水産物の全国の主要な冷凍・冷蔵工場における入

出庫量、在庫量等を調査し、水産物需給計画、価格
安定対策等の資料とする。

イ　調査対象と調査方法
調査は、全国の主要な産地及び消費地の主な冷凍・

冷蔵工場を対象に、品目別の月間入（出）庫量、月
末在庫量について、郵送により調査票を配布・回収
する自計調査又はオンライン調査により行った。

ウ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「水産物流通統計年報」として刊行した。
なお、冷蔵水産物流通調査は平成21年12月分を

もって廃止した。
⑶　水産加工統計調査

ア　調査の目的
全国の陸上加工経営体における水産加工品の生産

量を調査し、水産物需給計画、水産加工業振興対策

等の資料とする。
イ　調査対象と調査方法

全国の水産加工品を生産する陸上加工経営体（加
工場又は施設を持たない漁家等は除く。）から選定
した対象に、加工種類別品目別生産量について、陸
上加工経営体又は関係団体の代表者に対し、調査員
又は郵送により調査票を配布・回収する自計調査、
調査員による面接調査又は資料閲覧により行った。

ウ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「水産物流通統計年報」として刊行した。

７　生鮮食料品価格・販売動向調査

⑴　調査の目的
生鮮野菜の小売段階における国産品（標準品、有機

栽培品及び特別栽培品）、輸入品別の価格及び販売数
量の動向を把握することにより国産品の販売動向を探
り、国内の野菜生産を振興するための各種施策の資料
とする。

⑵　調査対象と調査方法
調査は、全国15都市（札幌市、仙台市、さいたま市、

千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、静岡市、名
古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市及
び北九州市）において、生鮮野菜（国産標準品、有機
栽培品、特別栽培品及び輸入品）を取り扱っている百
貨店・総合スーパー、各種食料品小売業（従業者10人
以上）、野菜・果実小売業（従業者５人以上）のセル
フサービス店を営む事業所のうち、POSシステムを導
入しているものを対象に、委託事業者が調査対象に調
査票を配布し、毎月の結果を四半期ごとに回収する自
計調査により行った。

⑶　調査結果の公表
調査結果は、月別の結果概要を四半期ごとに公表す

るとともに、詳細を「生鮮食料品価格・販売動向調査
報告」として刊行した。

８　食品ロス統計調査

⑴　食品ロス統計調査
ア　調査の目的

家庭及び外食における食品ロス（食べ残し）の実
態を把握し、食品の食べ残しや廃棄の減少に向けた
取組等の資料とする。

イ　調査対象と調査方法
全国の世帯及び外食産業事業所を対象とし、世帯

については、調査対象世帯による実測・記帳に基づ
く自計調査の方法により、外食産業事業所について
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は、委託事業者による実測調査及び聞き取りにより
行った。

ウ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「食品ロス統計調査報告」として刊行する。
⑵　食品循環資源の再生利用等実態調査

ア　調査の目的
食品産業における食品廃棄物等の発生量及び食品

循環資源の再生利用等の状況等を明らかにし、「食
品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食
品リサイクル法）等に基づく施策を推進するための
資料とする。

イ　調査対象と調査方法
全国の食品製造業、食品卸売業、食品小売業及び

外食産業を対象とし、調査員が調査票を配布・回収
する方法又は調査票を郵送で配布・回収による自計
調査により行った。

ウ　調査結果の公表
調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細

を「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」とし
て刊行する。

9　生鮮食料品流通情報調査

⑴　目　　的
生鮮食料品流通情報調査は、卸売市場の市況及び入

荷量、産地の出荷状況等に関する情報を、政策担当部
局をはじめ、生産者、出荷団体、流通関係者、消費者
等に迅速かつ的確に提供することによって、生鮮食料
品の需給の均衡と価格の安定に資することを目的とし
て実施した。

⑵　情報の種類と概要
ア　市況情報

全国の主要な青果物卸売市場、畜産物卸売市場等
における日々の取引結果の入荷量、概算価格等を提
供した。

イ　市場情報
青果物は、青果物卸売市場における取引結果を日

別、旬別に、畜産物は、畜産物卸売市場における枝
肉取引結果を月別に取扱数量、卸売価額等を提供し
た。
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第１節　総合食料政策

食料施策の総合的企画

総合食料局は、食料・農業・農村基本法（平成11年
法律第106号。以下「新基本法」という。）において新
たな基本理念の一つとして位置付けられ、また、農林
水産省の第一の任務である「食料の安定供給の確保」
を図るため、主要食糧等を含めた食料政策の総合的な
企画・立案、食品産業の健全な発展を図る施策等を通
じて、食料政策の総合的な推進を担う部局である。

⑴　食料・農業・農村政策審議会食品産業部会
卸売市場法（昭和46年法律第35号）、エネルギー

の使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49
号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成
３年法律第48号）、食品流通構造改善促進法（平成
３年法律第59号）、容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律（平成7年法律第112
号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法
律（平成12年法律第116号）及び中小企業者と農林
漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

（平成20年法律第38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を目的とする食
品産業部会が、食料・農業・農村政策審議会の下に
設置されている。

（開催状況）
平成21年12月３日　�・中央卸売市場整備計画の変更

（案）及び中央卸売市場開設区域
の変更（案）について

（所属委員等）
（委員）

◎荒
あ ら ま き

蒔　康
こういちろう

一郎� �キリンホールディングス㈱相談
役

浦
う ら の

野　光
み つ ど

人� ㈱ニチレイ代表取締役会長
岡
お か も と

本　明
あ き こ

子� 環境カウンセラー・主婦

佐
さ さ き

々木　孝
こ う じ

治� �日本チェーンストア協会副会
長・ユニー㈱取締役会長

深
ふ か が わ

川　由
ゆ き こ

起子� 早稲田大学政治経済学術院教授
（臨時委員）
青
あ お や ま

山　浩
ひ ろ こ

子� 農業ジャーナリスト
秋
あ き た

田　俊
と し き

毅� �全国農業協同組合連合会常務理
事

安
あ べ

部　修
し ゅ う じ

仁� �㈱吉野家ホールディングス代表
取締役社長

石
い し わ

和　祥
し ょ う こ

子� 消費科学連合会副会長
今
い ま む ら

村　洋
よ う い ち

一� 大都魚類㈱代表取締役会長
上
う え た に

谷　律
り つ こ

子� （財）日本食生活協会常務理事
斎
さ い と う

藤　　修
おさむ

� 千葉大学園芸学部教授
柴
し ば た

田　明
あ き お

夫� 丸紅経済研究所所長
並
な み き

木　利
と し あ き

昭� �元日本スーパーマーケット協会
参与

渡
わ た な べ

邉　和
か ず お

夫� �日本食品関連産業労働組合総連
合会会長

◎部会長
（平成22年３月31日現在）

⑵　食料・農業・農村政策審議会食糧部会
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成

6年法律第113号）、米粉の新用途への利用の促進に関
する法律等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を所掌事務とする食糧部会が、食
料・農業・農村政策審議会の下に設置されている。

（開催状況）
平成21年７月31日　�・米穀の需給及び価格の安定に関

する基本指針の策定について
・米穀の新用途への利用の促進に
関する基本方針の策定について

　　11月26日　�・米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の変更について

平成22年３月30日　�・麦の需給に関する見通しの策定
について
・収入減少影響緩和対策に係る算
定省令改正について

第４章　総　合　食　料　局
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（所属委員等）
（委員）
神
か ん だ

田　敏
と し こ

子� �全国消費者団体連絡会前事務局
長

◎　林
はやし

　　良
よ し ひ ろ

博� �東京大学大学院農学生命科学研
究科教授

深
ふ か が わ

川　由
ゆ き こ

起子� 早稲田大学政治経済学術院教授
藤
ふ じ お か

岡　茂
し げ の り

憲� �（社）日本農業法人協会前副会
長

（臨時委員）
青
あ お や ま

山　浩
ひ ろ こ

子� 農業ジャーナリスト
今
い ま い

井　延
の ぶ こ

子� �農業生産法人（有）ビレッジお
かだ取締役

岩
い わ さ き

崎　正
ま さ の り

典� �伊藤忠商事（株）食料カンパニー
食糧部門主席アナリスト

木
き む ら

村　　良
りょう

� �全国米穀販売事業共済協同組合
理事長

竹
た け う ち

内　克
よ し の ぶ

伸� �（株）証券保管振替機構代表取
締役社長

立
た ち ば な

花　　宏
ひろし

� （社）日本経済団体連合会参与
佐
さ さ き

々木　明
あ き ひ さ

久� 日清製粉（株）代表取締役社長
福
ふ く し ろ

代　俊
と し こ

子� ＪＡ全国女性組織協議会顧問
冨

ふ じ

士　重
し げ お

夫� �全国農業協同組合中央会専務理
事

藤
ふ じ い

井　喜
よ し つ ぐ

継� �日本生活協同組合連合会執行役
員

米
よ ね は ま

濵　和
か ず ひ で

英� �（社）日本フードサービス協会
理事

◎部会長
（平成22年３月31日現在）

第２節　食品流通対策

１　概　　要

平成16年６月に改正された卸売市場法（昭和46年法
律第35号）に基づいて策定された第８次卸売市場整備
基本方針及び第８次中央卸売市場整備計画に即して、
卸売市場の再編の円滑化等の措置を講じた。

消費者ニーズの多様化・高度化、流通コストの上昇
等食品流通を取り巻く経済情勢の著しい変化に対処し
て、食品の流通部門の各段階を通じた構造改善を図る
ため、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第59号）
に基づき、平成19年４月に策定された食品の流通部門

の構造改善を図るための基本方針（第4次）に即して、
各種の構造改善対策を行った。

２　中央卸売市場

⑴　概　　況
ア　中央卸売市場は、生鮮食料品等の重要な流通拠

点として、農林水産大臣の認可を受けて開設される
ものである。中央卸売市場については、昭和46年度
から卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計
画（第１次：46 〜 55年度、第２次：51 〜 60年度、
第３次：56 〜平成2年度、第４次：61 〜平成7年度、
第５次：3 〜 12年度、第６次：8 〜 17年度、第７次：
13 〜 22年度、第８次：16（方針）・17（計画）〜
22年度）に基づいて整備統合が進められており、21
年度末には47都市76市場（青果・水産市場27市場、
青果・水産・花き市場16市場、青果・花き市場７市
場、青果市場11市場、水産市場５市場、食肉市場10
市場）となっている。

イ　卸売業者
中央卸売市場における卸売業務については、取扱

品目の部類ごとに農林水産大臣の許可を要するが、
この許可を受け卸売業務を行っている卸売業者は、
21年度で青果部86、水産物部83、食肉部10、花き部
29、その他10で計218である。

また、卸売業者の20年度の取扱金額は青果１兆
9,960億円（前年比98％）、水産物２兆0,014億円（同
95％）、食肉2,328億円（同93％）、花き1,434億円（同
92％）、その他285億円（同100％）となっている。

⑵　第8次卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整
備計画

ア　第８次卸売市場整備基本方針
卸売市場については、卸売市場における品質管理

の高度化等の機能強化、既設の中核的な中央卸売市
場の再整備、地方の卸売市場における集荷力の強化
を図るための市場相互の連携した集荷販売活動の促
進、卸売市場の取引における情報技術の活用の促進
を基本とし、整備及びその運営を行うものとする。

イ　第８次中央卸売市場整備計画
中央卸売市場については、卸売市場整備基本方針

に即し、PFI事業の活用、厳正な評価と透明性の確
保、管理業務の民間委託等による再編・合理化を図
るとともに、物品鮮度の保持、物流コストの削減等
の効果の発現が見込まれる「安全・安心」で「効率
的」な流通システムの確立に資する施設整備を行う。

また、再編措置への取組を推進することが必要と
認められる中央卸売市場11市場及び自主的に再編措
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置に取り組む中央卸売市場については、運営の広域
化、地方卸売市場への転換等具体的な再編措置及び
実施時期を明確にし、計画的に再編に取り組む。

⑶　中央卸売市場の施設整備
生鮮食料品流通の改善合理化のための中央卸売市場

の施設整備については、中央卸売市場整備計画に即し
て計画的に実施する施設の改良、造成、又は取得に対
して助成を行っている。
ア　交付率

定額（4/10、1/3）
イ　交付対象施設

売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗装、
搬送施設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理施設、
市場管理センター、防災施設、加工処理高度化施設、
総合食品センター機能付加施設、附帯施設、共同集
出荷施設

21年度に交付金を活用して整備した中央卸売市場
は、８都府県11市場であり、交付金額は244億1,626
万7,000円の内数である。

3　地方卸売市場

⑴　概　況
地方卸売市場は地方都市における地域の流通拠点と

して、また、大都市地域にあっては中央卸売市場の補
完的機能を果たすなど、中央卸売市場と一体となって
生鮮食料品流通のネットワークを形成している。

中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場面
積が卸売市場法施行令で定める規模（青果市場330㎡、
水産市場200㎡（産地市場は330㎡）、食肉市場150㎡、
花き市場200㎡）以上の卸売市場の開設に当たっては、
地方卸売市場として都道府県知事の許可を要するが、
20年４月１日現在で、総合市場158、青果市場425、水
産市場482（うち産地市場333）、食肉市場22、花き市
場120の計1,207市場が許可されている。

⑵　地方卸売市場の施設整備
地方卸売市場の施設整備は卸売市場整備基本方針等

に即して都道府県が策定する都道府県卸売市場整備計
画に基づいて行われている。

国は公設（第３セクターを含む）市場に対して、中
央卸売市場の場合とほぼ同様の体系により助成を行っ
ている。
ア　交付率

統合を行う市場　　　　　　　　　　　1/3
連携した集荷・販売活動を行う市場　　1/3　

イ　交付対象施設
売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗装、

搬送施設、衛生施設、情報処理施設、加工処理高度
化施設、附帯施設

21年度における補助対象市場は３市場であり、補
助金額は11億1,000万円である。

このほか、都道府県卸売市場整備計画に基づいて
行われる民営地方卸売市場の施設整備に対しては、
農林漁業金融公庫の食品流通改善資金で融資が行わ
れている。20年度には20億円が貸し付けられた。

４　食品流通の構造改善対策

⑴　構造改善計画の認定
食品流通の構造改善事業を実施しようとする者は、

構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受ける
ことができる。

21年度における構造改善計画の認定（変更認定除く）
は、食品生産製造提携事業19件、食品生産販売提携事
業29件、食品販売業近代化事業２件であった。

⑵　構造改善計画に対する支援措置
農林水産大臣の認定を受けた計画に基づき構造改善

事業等を実施する者に対して、（株）日本政策金融公
庫（農林水産事業）からの融資や税制上の特例措置等
の助成策を講じている。

21年度において講じた融資等の支援措置は、（株）
日本政策金融公庫（農林水産事業）から食品生産製造
提携事業80億3,000万円、食品生産販売提携事業84億
7,000万円の融資を行うとともに、（財）食品流通構造
改善促進機構から5億4,000万円の債務保証、1億6,000
万円の機器等の導入資金助成の支援を行った。

5　商業の近代化

⑴　食品流通高付加価値モデル推進事業
食品小売業は、近年の厳しい経営環境や担い手の高

齢化、後継者の確保難等により店舗数が減少し、特に
中心市街地においては、商店街の崩壊現象により、地
域の最寄りの食品購入先が消失し、地域の消費者の利
便性が低下したほか、地域振興への影響が懸念されて
いる。

このため、食品小売業者や商店街振興組合等が生産
者団体等と連携して、地域農水産物を活用したオリジ
ナル商品の開発や地域農水産物のブランド化等付加価
値の向上を図る取組に対して支援を行った。

（予算額2,486万円）
⑵　食品小売業コスト縮減・機能強化構造改善事業
食品流通の一端を担いつつ、消費者との接点となっ

ている食品小売業が、食料供給コストの縮減、食の安
全・食育等の課題に対応できるよう、食品小売業のコ
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スト縮減に資するモデル事業の実証や、食品小売業者
等が食品の生産地、生産方法、調理方法等を消費者に
伝達する能力を高めるための取組に対する支援を行っ
た。

（予算額3,600万円）
⑶　食品小売機能高度化促進事業

少子高齢化の進展など社会構造が変化する中で、地
域における食品流通をとりまく情勢は厳しさを増しつ
つあり、地域の食品小売店は、消費者ニーズに十分対
応できない状態に陥っている。

このため、消費者ニーズに対応した食品販売サービ
スの機能強化を図るとともに、販売商品の付加価値向
上により、利便性の高い商店街の振興と農林水産業の
発展を図るための取組に対する支援を行った。

（予算額3億3,000万円）
⑷　食品流通改善資金

生産から消費に至る食品流通の構造改善を図るため
の総合的な施策の一環として、食品流通構造改善促進
法に基づき農林水産大臣の認定を受けた構造改善事業

（食品生産販売提携事業等）に必要な設備資金等に対
し、（株）日本政策金融公庫（農林水産事業）から長
期低利の融資を行った。

⑸　生鮮食料品等小売業近代化貸付制度
国民の日常生活に密接な関係を有する生鮮食料品等

小売業を対象として、その近代化、合理化に必要な設
備資金等に対し、（株）日本政策金融公庫（国民生活
事業）から低利融資を行った。

６　食品流通の効率化

⑴　新技術活用ビジネスモデル実証・普及事業
食品流通における電子タグなどの新技術や通い容器

の普及に向け、全国的な推進体制の構築及び新技術等
の効果等についての普及啓発、新技術を活用するビジ
ネスモデルの実証実験やＩＴを利用した流通管理シス
テムの活用等による通い容器の地方推進体制の構築の
取組に対する支援を行った。

（予算額1億5,897万円）
⑵　地域流通モデル構築支援事業

産地の周辺地域やその近隣の中小消費地といった範
囲での効率的な農林水産物流通や、商店街の空き店舗
等において、食料品小売店による新鮮な地元農林水産
物の安定的な販売を実現していくため、流通業者のノ
ウハウや知見を活用しながら、新たな地場流通モデル
の実証を行うとともに、その効果を把握し、優良モデ
ルについて普及を図る取組に対する支援を行った。

（予算額2億3,892万円）

⑶　効率的食品流通取引基盤確立推進事業
食品流通における効率的な取引基盤の確立に向けた

具体的な取組を推進するため、共同配送や受発注書類
の統一化等の推進に関する優良事例や、効率的な取引
の確立を阻む要因等の調査・分析等に対する支援を
行った。

（予算額1,863万円）
⑷　食品流通機能合理化・高度化整備事業

ア　食品流通拠点再編整備事業
食品流通の効率化を目的として、複数の食品卸売

業者が共同・連携して対象物流拠点施設の再編を図
ために必要な施設の増改築及び物流管理機器の導入
等に対する支援を行った。

（補助率：1 ／ 2）
（予算額２億円）

イ　食品供給地域円滑化事業
中山間地域や過疎地域等の条件不利地域における

食品調達コストの低減や、食品調達の利便性の向上
に対応するため、中小食品小売業者による、条件不
利地域の住民等との取り決めに沿った出張型販売の
取組に対する支援を行った。

（予算額１億円）

７　商品取引

⑴　商品取引所の概況
平成21年度における商品取引所の先物取引の出来高

についてみると、農林水産省所管物資（農産物、畜産
物、砂糖、繭糸、水産物及び農産物・飼料指数）の出
来高は表のとおり451万枚で、前年度に比べ30.8％の
減少。品目別ではNon－GMO大豆が91.0％減、とうも
ろこし45.8％の減、アラビカコーヒー73.4％の減となっ
ている。一方で一般大豆は89.9％の増となっている。
また、売買約定金額は前年度に比べて62.2％減少し約
3兆3,506億円となった。この結果、経済産業省所管物
資も含めた総約定金額に占める農林水産省所管物資の
割合は5.1％となった。

表１　20年度出来高及び約定金額
� 出来高� 約定金額
� 取引所� （千枚）� （億円）
東京穀物商品取引所� 4,447� 33,002
中部大阪商品取引所� 0.2� 4
関西商品取引所� 60� 500
農林水産省所管� 4,507� 33,506
� 取引所合計� 34,259� 657,611

注：�中部大阪商品取引所は農林水産省所管物資の数
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値である。

⑵　商品取引所法の一部改正
商品取引所法（昭和25年法律第239号）の一部を改

正し、商品取引所法と海外商品市場における先物取引
の受託等に関する法律（昭和57年法律第65号）の一本
化、金融商品取引所との相互乗入れや相場操縦行為等
に対する罰則、海外当局と連携した相場操縦行為等の
摘発を可能とする情報交換手続、不招請勧誘の禁止等
の規定を整備した。

⑶　商品取引所等の定款の変更認可等
商品取引所法に基づき、平成21年度中に商品取引所

及び商品取引清算機構に対して行った変更の認可は以
下のとおり。

①　商品取引所
延べで定款5取引所、業務規程11取引所、受託契

約準則8取引所及び紛争処理規程3取引所を行った。
変更の主な内容は、以下のとおりである。
ⅰ　定款の変更

・役員の任期の変更（21. ６. ５関西）
・金の試験上場（21. ９. ４中部）
・会員資格の変更等（改正商品取引所法施行に伴

う改正（21. ９.18東穀等）
ⅱ　業務規程の変更

・小豆の標準品の変更（21. ７.16関西）
・主務大臣命令に係る規定の整備（改正商品取引

所法施行に伴う改正）（21. ９.18東穀等）
・ザラバ取引の廃止（21.10. １東穀）
・粗糖の取引単位の変更（21.11.25東穀）

ⅲ　受託契約等準則の変更
・委託手数料徴収規定の変更（22. １.26東穀）
注：東京穀物商品取引所の株式会社化に伴う定款

等諸規程の変更は上記に含まず。
②　商品取引清算機構（JCCH）

業務方法書の変更を５度行った。変更の主な内容
は次のとおりである。

・関西商品取引所の繭糸市場廃止、東京工業品取
引所の計算区域変更等に伴う変更（21. ４.30）

・東京穀物商品取引所の株式会社化に伴う変更
（21.12.25）
⑷　東京穀物商品取引所の株式会社化

平成21年10月30日、東京穀物商品取引所の組織変更
に係る申請に対して認可の処分を行った。これにより、
会員制商品取引所であった東京穀物商品取引所は、平
成21年11月２日付けで、株式会社商品取引所に組織変
更された。

⑸　商品取引員
商品取引所法に基づく許可を受けた商品取引員は平

成22年３月末日現在で37社であった。
平成21年度は商品取引員の新規参入を１件許可し

た。また、受託業務の廃止は12件、破産は１件となっ
ている。

⑹　商品投資顧問業
商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成３年

法律第66号）に基づく許可を受けた商品投資顧問業者
は平成22年３月末現在で８社であった。

第３節　�食品産業等農林関係企業
対策
１　中小企業行政

⑴　中小企業の組織制度
ア　中小企業等協同組合

中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）
に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会で農
林水産省が直接所管するものは、22年３月末現在で
総数1,416組合（うち連合会は64）となっている。

イ　商工組合等
中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律

第185号）に基づく商工組合及び商工組合連合会で
農林水産省が直接所管するものは、22年３月末現在
で40組合（うち全国を区域とする商工組合は17組合、
連合会は10組合）、協業組合で農林水産省が直接所
管するものは2組合となっている。

⑵　中小企業の新事業活動の促進支援
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平

成11年法律第18号）に基づき、中小企業の新たな事業
活動を促進するため、①創業、②経営革新、③新連携
の取組を支援するほか、④これらの新たな事業活動の
促進に資する事業環境の整備を図るとともに、金融・
税制等の特別措置を講じた。

⑶　中小企業金融制度
ア　日本政策金融公庫による融資

株式会社日本政策金融公庫中小企業事業、国民生
活事業の21年度当初における貸付計画額はそれぞれ
2兆5,151億円、5兆5,033億円であった。農林水産業
関係業種に対する貸付実績は表２のとおりである。
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表２　21年度末農林水産関係業種貸付残高
金額（億円）

� 業　　種� ㈱日本政策金融公庫� ㈱日本政策金融公庫
� 中小企業事業� 国民生活事業
食料品製造業� 3,717� 979
木材、木製品製造業� 677� 279
� 計� 4,394� 1,258

注１：金額は公庫聞き取り調査。
注２：食料品製造業には飲料、たばこ、飼料製造業を含む。
注３：�他の農林水産関係業種については、統計上分類され

ていない。

イ　不況対策
中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第

２条第４項に規定するセーフティネット保証制度
（経営の安定に支障を生じている中小企業者が金融
機関から融資を受ける際、各都道府県等の信用保証
協会が債務保証を行う制度）に係る、全国的に業況
の悪化している業種（第５号）については、経済対
策の一環として平成20年10月31日から実施されてい
た「緊急保証制度」が平成22年2月15日から「景気
対応緊急保証制度」に衣替えされ、原則として全業
種が対象となった。

⑷　特定農産加工業対策
特定農産加工業経営改善臨時措置法（平成元年法律

第65号）に基づき、特定農産加工業として、かんきつ
果汁製造業、非かんきつ果汁製造業、パインアップル
缶詰製造業、こんにゃく粉製造業、トマト加工品製造
業、甘しょでん粉製造業、馬鈴しょでん粉製造業、米
加工品製造業、麦加工品製造業、乳製品製造業、牛肉
調製品製造業及び豚肉調製品製造業の12業種を、関連
業種として果実加工食品製造業、こんにゃく製品製造
業、甘しょ加工食品製造業、馬鈴しょ加工食品製造業、
米菓製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、めん製造
業、パン製造業、ビスケット製造業、冷凍冷蔵食品製
造業及び食肉調製品製造業の12業種を指定し、これら
の者が輸入自由化等の著しい変化に対処して経営改善
措置等を行うのに必要な長期・低利の融資措置及び税
制措置を引き続き実施した。

⑸　事業再構築の円滑化
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措

置法（平成11年法律第131号）に基づき、大臣の認定
を受けた事業者等が内外の経済的環境の多様かつ構造
的な変化に対処して実施する事業再構築を円滑化する
のに必要な資金の借入に関する債務保証及び税制措置
を引き続き実施した。

⑹　農商工連携
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（平成20年法律第38号）基づき、農
林漁業者と中小企業者が連携し、相互のノウハウ、技
術等を活用して行う新商品の開発、販路開拓等の取組
に必要な長期・低利の融資措置及び税制措置を引き続
き実施した。

２　一般企業行政

⑴　税　　　制
21年度の税制改正は、「所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成21年法律第13号）及び「地方税法等の
一部を改正する法律」（平成21年法律第9号）が３月31
日に公布され、関係政省令、告示等の整備により４月
１日から施行された。

また、「経済危機対策（平成21年４月10日。経済危
機対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合
同会議）」を踏まえ、特に現下の需要不足に対処する
観点から、租税特別措置法の一部を改正する法律（平
成21年法律第61号）が６月26日に交付され、関係政省
令、告示等の整備により同日付けで施行された。

なお、農林水産関連企業等に関係する21年度税制改
正の概要は次のとおりである。
ア　拡充・創設された措置
（国税関係）
鉉　中小法人等の平成21年４月１日から平成23年３

月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金
額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税
の軽減税率を22％から18％に引き下げ。
鉤　中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各

事業年度において生じた欠損金額については、欠
損金の繰戻による還付制度の適用が可能とされ
た。
鉈　米穀の新用途への利用の促進に関する法律の施

行に伴い、同法の施行日から平成23年3月31日ま
での間に、同法の規定に基づく生産製造連携事業
計画に記載された新用途米穀加工品等製造設備を
取得した場合について、特別償却制度（30％）を
創設。
銕　産業活力再生特別措置法に係る特別措置につい

て、同法の改正に伴い、以下のとおり見直された。
①　改正法の施行日から平成24年3月31日までの

間に、同法の規定に基づく資源生産性革新計画
又は資源制約対応製品生産設備導入計画に記載
された資源生産性革新設備等の取得等をした場
合について、特別償却制度（30％（建物15％））
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を創設。
②　特別償却の対象から共同事業再編計画を除外

するとともに、償却割合を25％（現行30％）に
引き下げた上、適用期限を2年延長。

③　認定計画に基づき行う登記に対する登録免許
税の軽減措置について、資源生産性革新計画及
び中小企業承継事業再生計画を追加するととも
に、協同事業再編計画及び技術活用事業革新計
画を除外。

④　認定事業再構築計画等に基づき行う登記等に
対する軽減措置のうち、会社分割の登記に対す
る軽減措置について、適用期限を１年延長。

鈿　エネルギー需要構造改革推進投資促進税制につ
いて、平成21年４月１日から平成23年３月31日ま
での間に取得等するエネルギー需給構造改革推進
設備等は、普通償却限度額との合計で取得価額ま
で特別償却（即時償却）できることとするととも
に、適用期限を２年延長。
鉋　商品取引所法の改正に伴い、委託者保護基金に

かかる所要の措置を講じる。
①　委託者保護基金を所得税法別表第一、法人税

法別表第二及び消費税法別表第三に追加。
②　特定の基金に対する負担金等の損金算入の特

例について、対象となる負担金等に商品取引員
が委託者保護基金に納付する負担金を追加。

鉐　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除
の特例について、以下のとおり見直された。
①　平成21年度及び平成22年度に開始した事業年

度の特例
平成21年４月１日から平成23年３月31日まで

の間に開始する各事業年度における税額控除の
適用を受けることが限度額を30％（現行20％）
に引き上げ。

②　平成23年度に開始した事業年度の特例
平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

の間に開始する事業年度において、平成21年度
に生じた繰越税額控除限度超過額がある場合に
はこれを含めて繰越控除が可能とされた。また、
平成21年又は平成22年度に生じた繰越税額控除
限度超過額がある場合には、繰越控除を受ける
ことができる限度額は30％。

③　平成24年度に開始した事業年度の特例
平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

の間に開始する事業年度において、平成21年度
又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過
額がある場合にはこれを含めて繰越控除が可能

とされた。この場合の繰越控除を受けることが
できる限度額は30％。

（地方税関係）
商品取引所法の改正に伴い、委託者保護基金にか

かる所要の措置を講じる。
イ　延長された措置
（国税関係）
鉉　事業協同組合等の貸倒引当金の特例における繰

入限度額の16％割増措置
鉤　事業協同組合等の留保所得の特別控除制度（留

保所得の32/100を損金算入）の対象を以下のとお
り見直しを行った上、適用期限を延長
①　設立10年以内の協同組合に限定。ただし、そ

の設立が各都道府県又は全国に一に限定されて
いるものは除く。

②　漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加
工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森
林組合及び森林組合連合会を除外。

鉈　中小企業等基盤強化税制（特別償却30％又は税
額控除７％）
①　特定農産加工業経営改善臨時措置法
②　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法

律
③　中小企業による地域産業資源を活用した事業

活動の促進に関する法律
④　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
銕　集積区域における集積産業用資産の特別償却制

度（機械15％、建物８％）
鈿　技術研究組合の所得計算の特例（賦課金により

試験用資産を取得した場合の圧縮記帳）
鉋　卸売市場法の規定による認定に係る登記に対

する登録免許税の軽減措置（会社設立7/1000→
3.5/1000等）

（地方税関係）
鉉　産業活力再生特別措置法に規定する認定事業再

構築計画等により譲渡される不動産の取得に係る
軽減措置（価格の1/6相当を税額から控除）につ
いて、次の見直しを行った上、適用期限を延長
①　一定の要件を満たす譲渡により取得する不動

産を対象として追加。
②　対象となる計画に資源生産性革新計画及び中

小企業承継事業再生計画を追加するとともに、
共同事業再編計画及び技術活用事業革新計画を
除外。

鉤　特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する
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承認計画に基づく事業の用に供する施設に係る事
業所税の特例措置（事業所面積の1/4を課税標準
から控除）。ただし、従業者割の特例措置を廃止。

⑵　対内外直接投資
ア　対内直接投資

我が国は、42年以降段階的に資本自由化措置を実
施しているところであり、現在、OECD資本移動自
由化規約において自由化を留保している業種等（農
林水産省所管では、「農林水産業」がある。）を除き
原則自由化されている。

農林水産省所管企業への対内直接投資は、本年度、
503件（農林水産省受理ベース）行われた。

表３　業種別対内直接投資報告・届出実績
（農林水産省受理ベース）

� 業　　種� 平成21年度
１．製造業� 163

⑴　食料品� 96
⑵　農薬・動物医薬品� 16
⑶　肥料・飼料� 12
⑷　その他� 39

２．輸出入・販売業� 468
⑴　食料品� 332
⑵　その他� 136

３．飲食業� 330
４．農林水産業� 55
５．その他� 17

注１：農林水産省が受理した報告・届出のうち、定款上
の事業目的の中に農林水産関連業種を掲げている
企業数をすべて計上（延数）している。

注２：食料品には、飲料及び食用油脂も含む。
（出所）農林水産省受理実績による。

イ　対外直接投資
対外直接投資については、投資先の外国法人が行

う事業のうち、農林水産省所管では「漁業」を除き
自由化されている。

海外の農林水産関連企業及び食料品関連企業への
投資は、平成21年度7,940億円の投資が行われた。

⑶　企業公害防止策
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

（昭和46年法律第107号）は、一定量以上のばい煙、汚水、
廃液等工場排出物を排出する特定工場に対して、公害
防止管理者等の設置を義務づけるなど公害防止組織の
整備を図り公害防止に資することを目的としている。

このため、農林水産関連企業等が設置している公害
防止管理者等を対象に、資質の向上を図るための研修
会を開催した。

３　食品産業行政

⑴　食農連携促進事業
農商工連携の取組を推進するため、①地域の食品産

業と農林水産業やその他関連産業等を結びつけるコー
ディネーターの確保、関係者の交流の促進、人材育成）、
②国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡大の
取組、③地域食品ブランドの確立、地域の食品企業の
技術開発に係る環境整備等の取組に対する支援を行っ
た。

⑵　立地対策
食品工業を取り巻く情勢は、急速に進む国際化や少

子高齢化による国内市場の縮小、多様化する消費者
ニーズへの対応及び環境への負荷低減や資源の有効利
用等に配慮することが求められている。

このため、原料輸入、基幹食料生産、加工食品の生
産、製品流通の各基地を一体化した食品工業団地の形
成を推進し、食品の効率的生産体制の整備、流通機能
の結合・共同化、ばい煙・排水・廃棄物等の共同処理
施設の整備を図ることにより、食品の安定的かつ効率
的な供給に努めることとしている。

食品工業団地については、「食品工業団地形成促進
要綱」（45農経C第2903号農林事務次官依命通知）に
基づき、農林水産大臣が食品工業団地形成計画を認定
したもの及びこれに準ずるものとして総合食料局長が
認定したものについて、進出企業に対し必要な助言、
指導を行うとともに、農林漁業金融公庫等による融資
の斡旋を行うよう措置している。

現在、農林水産大臣の認定に係る食品工業団地は、
千葉、京葉、衣浦、神戸東部第四工区及び箱崎の５ヶ
所である。

⑶　食品産業における環境対策の総合的推進
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

に基づき、平成21年度から食品廃棄物等多量発生事業
者に定期報告書の提出が義務づけられたことから、そ
の普及啓発を図るとともに、食品廃棄物発生量を把握
するため、食品関連事業者に対する点検指導を実施し
た。また、食品関連事業者、再生利用事業者、農業者
による再生利用事業計画（食品リサイクル・ループ）
の９件の認定を行った。

さらに、外食産業の発生抑制方策の策定、「食品ロ
ス削減」に向けたフォーラムの開催、食品関連事業者
による食品廃棄物の品質維持設備の導入、食品廃棄物
の有効活用に向けた技術の改良等を支援した。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律」については、法における再商品化義務対
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象事業者について、法の内容の普及・啓発のための点
検指導を行った。併せて、容器包装多量利用事業者に
対する19年度実績の定期報告に関する指導を行った。

また、法制度の公平性・平等性を確保するため、容
器包装廃棄物の再商品化義務の未履行者（いわゆる「た
だ乗り事業者」）対策として、「報告徴収」を実施した。

さらに、容器包装リサイクル法制度円滑化推進事業
を実施し、再商品化義務の履行に向けたセミナーを開
催した。

　地球温暖化対策については、京都議定書における
温室効果ガスの基準年比６％削減の約束達成に資する
ため、食品産業における自主行動計画の策定を推進す
るとともに、平成20年度の各団体の目標に対する達成
状況等の点検を食料・農業・農村政策審議会企画部会
地球環境小委員会、林政審議会施策部会地球環境小委
員会、水産政策審議会企画部会地球環境小委員会の合
同会議で行った。また、食品関連事業者によるＣＯ2

削減の優良な取組を表彰・普及するとともに、排出抑
制対策に関するセミナーを開催した。

⑷　食品製造過程管理高度化対策
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

（平成10年法律第59号）に基づき、HACCP手法を導
入し製造過程の管理の高度化を促進する事業者に対し
て金融・税制上の特例措置を講じた。平成10年度から
平成21年度までの間に、高度化計画を認定する機関と
して（社）日本食肉加工協会（食肉製品）、（社）日本
缶詰協会（容器包装詰常温流通食品）、（社）日本炊飯
協会（炊飯製品）、（社）大日本水産会（水産加工品）、

（財）日本乳業技術協会（乳及び乳製品）、全国味噌工
業協同組合連合会（味噌）、全国醤油工業協同組合連
合会（醤油製品）、（社）日本冷凍食品協会（冷凍食品）、

（社）日本給食サービス協会（集団給食用食品）、（社）
日本惣菜協会（惣菜）、（社）日本弁当サービス協会

（弁当）、（財）日本食品油脂検査協会（食用加工油脂）、
（財）日本食品分析センター（ドレッシング類）、（社）
全国清涼飲料工業会（清涼飲料水）、（財）全国調味料・
野菜飲料検査協会（食酢製品）、（社）日本ソース工業
会（ウスターソース類）、全国菓子工業組合連合会（菓
子製品）、全国乾麺協同組合連合会（乾めん類）、（社）
日本パン工業会（パン）、全日本漬物協同組合連合会

（農産物漬物）、全国製麺協同組合連合会（生めん類）、
（社）日本べんとう振興協会（大量調理型主食的調理
食品）の22機関を指定認定機関に指定するとともに高
度化基準を認定した。平成21年度においては、17事業
者がこれら指定認定機関から高度化計画の認定を受
け、HACCP手法を導入した施設整備に取り組んだ。

また、中小食品製造事業者がよりHACCP手法に取
り組みやすいよう、施設整備に対する過度なコスト負
担を避け、導入後の運用がより適切なものとなるよう、
平成21年8月に同法に基づく基本方針の一部を改正し、
併せて、同年10月に各指定認定機関の高度化基準の変
更を行った。

さらに、中小食品製造業に重点を置いたHACCP手
法の導入促進を図るため、HACCP手法の導入が遅れ
ている中小食品製造事業者を中心としたHACCP導入
セミナーや現場責任者・指導者養成のための実践的な
研修、HACCPの認知度向上のための消費者団体と連
携した普及啓発等を推進する食品産業HACCP等普及
促進事業を実施した。

⑸　食品企業信頼確保対策
食品業界では、食品の偽装表示等消費者の信頼を揺

るがす不祥事が相次いで起こっており、消費者の生命・
健康に直接関わる食品を取り扱う企業として許される
ものではない。

このため、食品業界のコンプライアンス徹底を図る
観点から、平成20年３月策定した、食品業界が取り組
むべきための「道しるべ」である「『食品業界の信頼
性向上自主行動計画』策定の手引き〜５つの基本原則
〜」を周知するとともに、コンプライアンス体制の構
築に関する「食品業界の信頼性向上セミナー」の開催

（基礎編10回、実践編31回）や食品事業者団体等から
の要請による講師派遣（26回）等の食品企業信頼確保
対策推進事業を実施した。

⑹　東アジア食品産業活性化戦略
東アジア食品産業活性化戦略に基づき、我が国食品

産業の東アジア各国への投資等の促進を図るため、各
国の食品衛生基準等の情報収集・提供、技術的課題の
解決、海外進出食品企業の円滑なビジネス展開のため
の海外現地連絡協議会の活動等を支援した。

第４節　食品・外食産業行政

１　加工食品

⑴　調味料
ア　みそ・しょうゆ
鉉　企業構造

みそ製造業の企業数は、1,198（平成20年）で
あり、そのほとんどは中小企業である。

しょうゆ製造業の企業数は、1,545（平成20年）
であり、そのほとんどは中小企業である。なお、
しょうゆ大手5社で生産シェアの約50％を占めて
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いる。
鉤　生産状況

みその生産量は、45万6千t（平成21年）で対前
年比1.4％の減少であった。

しょうゆの生産量は、86万8千Kl（平成21年）
で対前年比4.1％の減少であった。
鉈　輸出状況

みその輸出量は、9千8百t（平成21年）と対前
年比0.6％と若干の減少、金額では20億3千万円と
対前年比1.8％の増加となっている。主な輸出先
は、米国、韓国、カナダ等であった。

しょうゆの輸出量は、1万8千kl（平成21年）と
対前年比7.2％の減少、金額では40億円と対前年
比3.4％の減少となっている。主な輸出先は、韓国、
米国、香港、中国等であった。

イ　食酢
平成20年度の食酢類の生産量は40万4千klであり、

前年に比べ3.1％減少した。このうち醸造酢は40万3
千klで全体の99.7％を占めている。

なお、総務省家計調査によると、食酢類の１世帯
当たりの年間購入数量（全国）は、20年は2.7kg（前
年比10.2％減）となっている。

ウ　ソース類（たれ類含む。）
20年度のソース類の生産実績は、52万6千klで、

前年度に比べ0.6％増となった。種類別にはウスター
ソース2万9千kl（前年比0.6％減）、中濃ソース2万9
千kl（同5.9％増）、濃厚ソース4万0千kl（同1.2％減）
となっているほか、たれ類は6.7％増となり、パス
タソース等の専用ソースは3.5％減少した。

なお、総務省家計調査によると、ウスターソース
類の１世帯当たりの年間購入数量（全国）は、20年
は1.7kg（前年比1.2％増）となっている。

エ　ドレッシング類（ドレッシング、マヨネーズ）
20年のドレッシング類の生産量は、39万7千tで

前年に比べ2.9％減少した。このうちマヨネーズは、
20万9千t（前年比1.6％減少）となっている。

なお、総務省家計調査によると、マヨネーズ・ド
レッシングの１世帯当たりの年間購入数量（全国）
は、20年は4.7㎏（前年同）となっている。

オ　カレー及びからし粉
20年度のカレー生産量は、25万6千tで前年に比べ

3.2％増となった。このうちカレー粉は8千t、カレー
ルゥは10万5千t、調理済みカレーは14万3千tであっ
た。

なお、総務省家計調査によると、カレールゥの１
世帯当たりの年間購入数量（全国）は、20年は1.8

㎏（前年比2.5％増）となっている。
また、20年度のからし粉の生産量は、1万5千tで

前年に比べ5.1％増となっている。
カ　グルタミン酸ソーダ

20年のグルタミン酸ソーダの生産量は、3万7千t
で前年に比べ4.9％減少した。

なお、財務省貿易統計によると、20年の輸出量は
174t（前年比31.5％減）、輸入量は、国内生産から
海外生産へのシフトによるベトナム等での生産量の
増加を受け、9万4千t（前年比6.2％増）となっている。

⑵　清涼飲料
ア　需要動向

平成21年における清涼飲料の生産動向について、
各種飲料の総生産量は前年比98.1%の17,961千klであ
り、販売総金額も同96.6%の3兆5,460億円と、前年
を下回った。

品目別には、ハイボールブームやアルコール分
0.00％製品が新規参入したビールテイスト炭酸の伸
長等により、炭酸飲料が市場を牽引した。コーヒー
飲料はほぼ前年並みであったが、果実飲料、紅茶を
除いた茶系飲料、スポーツ・機能性飲料は前年割れ
で推移した。ミネラルウォーターは、国産が伸長し
た。

イ　食品容器環境美化対策
空かん等飲料容器の散乱が社会問題になったため

昭和48年から民間団体を指導して、空かんの投げ棄
て防止等消費者モラルの向上を図ってきたところで
あるが、更に一層の推進を図るため、昭和57年４月、
社団法人食品容器環境美化協会を設立し、この団体
を通じ、一般消費者への普及啓発を図るとともに飲
料容器の散乱防止方策の推進を行っている。

表４　主な清涼飲料の年次別生産量の推移
（単位：千㌔㍑）

� 19年� 20年� 21年� 21 ／ 20
緑 茶 飲 料� 2,467� 2,363� 2,241� 94.8％
炭 酸 飲 料� 2,882� 3,029� 3,249� 107.2％
果 実 飲 料 等� 1,787� 1,577� 1,453� 92.1％
ﾐ ﾈ ﾗ ﾙ ｳ ｫ ｰ ﾀ ｰ 類� 1,924� 2,016� 2,089� 103.6％

⑶　コーヒー
ア　需給動向

我が国のコーヒー供給の大半を占めるコーヒー生
豆の輸入先国は40 ヵ国以上に及んでおり、その主
要国は、ブラジル、コロンビア、インドネシアである。

平成21年の輸入量は、前年比0.8%増の39万938tと
なった。このうち、約８割がレギュラーコーヒー向
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け、約２割がインスタントコーヒー向けと推計され
る。

平成21年におけるインスタントコーヒーの生産量
は35,847tと前年比3.4%増となった。

表５　コーヒー供給量（輸入量）の推移
（単位：ｔ）

� 19年� 20年� 21年� 21 ／ 20
生　　　　　豆� 389,818� 387,538� 390,938� 100.9％
いったコーヒー� 5,816� 6,652� 6,020� 90.5％
ｲ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ｺ ｰ ﾋ ｰ� 7,089� 7,850� 7,400� 94.3％
コーヒーエキス� 12,140� 8,610� 8,938� 103.8％

イ　国際コーヒー協定
国際コーヒー協定の詳細については、第2章第4節

第３項第３号の国際コーヒー協定を参照。
⑷　　菓　子　類

ア　需給動向
平成21年における菓子業界を巡る状況は、景気の

低迷の影響による需要減や主原料である砂糖価格の
高騰など引き続き厳しい経営環境にあった。このよ
うな中で菓子類の国内生産量は、ビスケット（前年
比1.0％増）、洋生菓子（同1.0％増）、油菓子（同1.0％
増）、スナック菓子（同0.9％増）などが増加してい
る一方で、チューインガム（前年比2.9％減）、米菓（同
1.7％減）、チョコレート（同1.6％減）、和生菓子（同
0.9％減）などが減少し、全体としては194万6,830tと、
前年比0.2％の減少となった。

また、生産額は２兆3,970億円と、20年とほぼ同
程度の水準となった。

一方、21年における菓子類の輸入量は、12万683t
（前年比7.8％減）となり、輸入額は約565億円（同
11.4％減）となった。品目別では、チョコレート菓子、
キャンデー類、ビスケット類の3品目で菓子類の輸
入額の約５割を占めている。

また、21年における菓子類の輸出量は、2万5,646t
（前年比18.8％減）となり、輸出額は約235億円（同
16.0％減）となった。菓子類の輸出額は、国内生産
額の１％とわずかなものである。

イ　菓子製造業に対する施策
中小零細企業の多い菓子製造業に対する施策とし

ては、中小企業施策のほか、製造小売業については
生鮮食料品等小売業近代化資金貸付制度の対象業種
に指定（43年度以降）されている。

⑸　あ　ん　類
あん類の推定生産量は、22万1千t（平成20年度）と

対前年比2.0％の減少であった。製品別では、生あん

４万８千ｔ、練あん17万２千t、乾燥あん１千tとなっ
ている。

あん類の推定原料雑豆使用量は、７万９百tであっ
た。

⑹　豆類加工品
ア　豆腐・油揚げ

豆腐・油揚の推定大豆使用量は、50万t（平成21年）
であり、生産量に換算すると144万５千tと対前年比
1.2％の減少であった。

なお、豆腐製造業者数は、11,184業者（20年度末）
となっている。

イ　納　豆
納豆の推定大豆使用量は、12万5千t（平成21年）

であり、生産量に換算すると22万5千tと対前年比
3.0％の減少であった。

なお、製造業者数は、642業者（20年度末）となっ
ている。

ウ　凍豆腐
凍豆腐の推定大豆使用量は、2万7千t（平成21年）

であり、生産量に換算すると1万2千ｔと対前年比
7.7％の減少となっている。

エ　植物性たん白
植物性たん白の生産量は、乾燥品換算で6万3千t

（平成21年）と対前年比3.7％の増加であった。原料
別の生産比率は大豆系71％、小麦系29％となってい
る。なお、出荷先は全て食品加工業者である。

オ　豆　乳
豆乳の大豆使用量は、2万9千t（平成21年）であり、

生産量は、19万7千klと対前年比20.9％の増加となっ
ている。

カ　大豆の備蓄
大豆は我が国の国民生活に直結した食品の原材料

であり、そのほとんどを輸入に依存していることも
あって、国際的な需給変動、輸送事情の影響を受け
やすい状況にある。このようなことから、大豆の国
際需給の著しい変動、港湾スト等の不測の事態に備
えるため、（社）大豆供給安定協会が自ら大豆を買
い入れ、これを製油メーカー等のサイロを利用して
備蓄する体制をとっている。

備蓄水準は、食品用大豆の年間需要の約１ヵ月分
が食品用大豆の利用業界の流通在庫及び備蓄によっ
て確保されることとしており、21年度は３万１千t

（食品用大豆の年間需要の約２週間分）の備蓄を実
施し、これに対して国は備蓄の実施に必要な経費（保
管費）として、2億7,067万円を大豆保管企業協議会
に補助した。（大豆備蓄対策費補助金）
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2　油　　脂

⑴　世界の油脂事情
2008/2009年度の世界の油糧種子の生産状況につい

ては、大豆の生産量は、最大の生産国である米国では
増加したものの、ブラジル、アルゼンチン等で減少し
たことから、全体でも前年に比べ減少した。

一方、ナタネの生産量は、最大の生産国であるEU
をはじめ、カナダ、中国等で増加したことから、全体
でも前年に比べ増加した。

我が国では大豆油とナタネ油の生産量が2008年で可
食油生産量の88％程度を占め、その原料の大豆とナタ
ネは輸入に依存している。

その主な輸入先国は、大豆では米国、ブラジル、ナ
タネではカナダ、豪州となっている。

⑵　国内の油脂事情
ア　全体需給動向

食料需給表（平成20年度）によれば、我が国国民
１人・１日当たりの供給熱量は2,471.8Kcalで、その
うち油脂類は349.8Kcal（14.2％）を占めている。

油脂の総需要は微増傾向となっている。
なお、20年度の油脂生産のうち動物油脂と植物油

脂の生産比率は16％対84％程度となっている。
イ　用途別需要等

食用（単体用、マーガリン・ショートニング用、
マヨネーズ用等）は242万tで前年を3.4％下回った。

この食用のうち、植物油国内消費（工場出荷ベー
ス）については、業務用は11.5％減、家庭用、加工
用は微増であった。

非食用（工業用等）は、61万２千tと前年を19.3％
上回った。

輸出については、１万tと前年を下回った。これ
らのことから、油脂の総需要は305万tと対前年１万
t増となった。

また、食用加工油脂の生産量は、15年以来、５年
ぶりに70万tを僅かに下回った。

表６　食用加工油脂の生産（平成20年）
（単位：千t）

� 生産量� 対前年比（％）
マーガリン� 161� 99.1
ファットスプレット� 78� 97.9
ショートニング� 210� 98.1
精製ラード� 54� 98.2
食用精製加工油脂� 35� 78.6
その他加工油脂� 162� 104.9
　　計� 700� 98.6

ウ　油脂の供給動向
一方、油脂の供給は303万tと前年を上回った。国

産原料から生産される主要油脂は、豚脂、牛脂、魚油、
こめ油等に限られ、大部分が輸入原料に依存してい
る。国内で生産される主要な油脂としては、ナタネ
油、大豆油で国内で生産される油脂全体の73.5％を
占めており、ナタネ油の生産量は95万ｔ、大豆油は
54万tとなっている。

表７　油脂の供給
（原油ベース・単位：千t）

　項　　　目� 18年� 19年� 20年
植　　物　　油� 2,625� 2,604� 2,595
動　　物　　油� 447� 418� 436
　　　計� 3,072� 3,022� 3,031
前年比　（％）� 100.1� 98.4� 100.3
う　ち　輸　入� 2,680� 2,639� 2,641

（うち輸入油脂）� （975）� （967）� （999）
うち国産原料� 392� 383� 390

３　新　食　品

新食品とは、一般加工食品のうち、新たな技術又は、
新しい食品素材（食品新素材）を用いて製造又は加工
され高付加価値化された飲食料品をいう。食品新素材
とは、食品の物性をはじめとした品質を改善する機能
や体調を調節する機能を有する、新しい食品素材（糖
アルコール、オリゴ糖、食物繊維、ポリフェノール等）
をいう。

近年、食品新素材や新技術を活用した新食品が、消
費者の健康志向と相まって、食品産業の一分野として
定着している。

農水産物機能性活用推進事業
地域の食品企業の振興と農水産業の進展を図るため

には、地域の農水産物の機能性に着目した商品の開発・
販売が極めて重要であると考えられることから、平成
17年度より、地域農水産物に含まれる機能性成分の活
用方法や食品加工に利用する上での留意点等の整理・
検討、機能性成分を活用した商品の試作・評価などを
行っている。

平成21年度は、国産カンキツ類についての機能性成
分の解説を行い、また機能性成分に着目した商品とし
ての試作品を4品開発し、商品化に向けた改良の参考
として、結果を報告書として取りまとめ、食品企業及
び県試験場等食品開発関係者に配布し、広く情報提供
を行った。
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４　外食産業

⑴　外食等における原産地表示の促進
平成17年７月に策定した「外食における原産地表示

に関するガイドライン」を含め、食品産業のうち原産
地表示のためのガイドラインにより自主的な原料原産
地表示を進めようとする業界の事業者に対し、関連す
る法令や当該ガイドライン等のルールとの関係や注意
事項等を分かりやすく整理を行うための原産地表示ア
ドバイザー育成等の取組に対し支援した。

⑵　国産食材の利用推進
外食事業者の国産食材の利用・調達に関するニーズ

の生産地等への情報提供と外食産業と農業等が連携し
ている優良事例の調査・分析に対し支援した。また、
外食産業における国産食材の利用を推進するための農
業者等との交流会等の開催に対し支援した。

⑶　外食産業におけるバイオマス利用の推進
外食産業で廃棄処分されている「割り箸」を資源と

して再利用するため、試行的な取組を地域実験モデル
事業として支援した。また、地域実験モデルに対する
助言や取組内容と事業成果等を広く周知するためのシ
ンポジウムの開催、パンフレット等の作成等に対して
支援した。
⑷　海外日本食レストランを通じた日本食材の輸出促

進
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・日本食材の輸出促進を目指し、18 ヵ所（台
北、上海、バンコク、ロンドン、アムステルダム、ロ
サンゼルス、モスクワ、スイス、ニューヨーク、シン

ガポール、ソウル、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作り、そのネッ
トワークの活用により、日本産食材についての情報交
換を行った。

第５節　�米穀の需給及び価格の安
定を図るための措置
１　米の需給に関する動向

⑴　国内需給（平成21/22年の需給見通し）
平成21年産米については、全国の作況が平年ベース

を下回る98となり、水稲収穫量は847万tとなった。
このうち主食用等に831万tが仕向けられるものと見

込まれた。
これを踏まえ、平成21/22年（平成21年７月〜平成

22年６月）の需給については、平成21年11月の「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」（以下「基
本指針」という。）において次のとおり見通した。

(2) 備蓄の運営
２０年産米（水稲収穫量８８２万トン）

〔生産段階〕

卸売業者 【  64万㌧】
小売業者 【  13万㌧】
外食・中食事業者等 【    2万㌧】
一般消費者 【    7万㌧】
その他 【    2万㌧】

卸売業者 【    7万㌧】
主食用のうち加工用等 【    1万㌧】

卸売業者 【    9万㌧】
小売業者 【    3万㌧】
外食・中食事業者等 【    1万㌧】
一般消費者 【    0万㌧】
その他 【    1万㌧】

卸売業者 【  35万㌧】
小売業者 【  15万㌧】
外食・中食事業者等 【    3万㌧】
一般消費者 【    3万㌧】
その他 【  　3万㌧】

卸売業者 【    6万㌧】
小売業者 【  25万㌧】
外食・中食事業者等 【    5万㌧】

〔出荷段階〕

主食用のうち加工用等

卸売業者　全農・経済連等販売委託
【303万㌧】

〔販売先〕

【289万㌧】

 【  14万㌧】

農   協
【390万㌧】

出荷・販売
【636万㌧】

農家消費
【61万㌧】

無償譲渡
【53万㌧】

10a未満農家の消費
等【58万㌧】

その他
【64万㌧】

・加工用米(16)
・もち米(30)
・減耗(18)

区分出荷
（政府米向け）
【10万㌧】

全集連系
業者
【21万㌧】

　全集連販売委託【8万㌧】

生産者
直接販売
【165万㌧】

その他業者
【　59万㌧】

一般消費者 【130万㌧】

農協販売【87万㌧】

全集連系業者販売【14万㌧】

○米流通の現状

平成21/22年の主食用米等の需給見通し
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⑵　備 蓄 の 運 営
備蓄については、米穀の生産量の減少により、その

供給が不足する事態に備えるため、６月末時点での在
庫量100万t程度を適正水準としている。

また、平成21/22年の備蓄米の売買数量は、回転備
蓄の適正かつ円滑な運営を図る観点から、実際の販売
数量が計画を下回ることが見込まれた場合、計画と販
売見込数量との差について、その相当量を政府買入数
量から減じることとし、30万tの範囲内とした。

⑶　米 の 流 通
平成20年産については、水稲収穫量882万tのうち、

市場流通量（農家消費等を除く。）が636万tとなって
いる。

この中で、生産者から農協等（農協・全集連系業者）
へのうるち米の出荷数量（411万t）のうち、全国出荷
団体（全農・経済連、全集連）への販売委託数量につ
いては、311万tと19年産（317万t）と比べて6万トン
減少している。

他方、農協等（農協・全集連系業者）の直販数量は
101万tとなっており、19年産（83万t）に比べ18万t増
加している。

なお、生産者の直販数量については、19年産と同水
準となっている。

⑷　外 国 産 米
平成７年４月から平成22年３月末までのミニマム・

アクセス米の輸入量は1,012万tとなった。
ミニマム・アクセス米については、国家貿易の下、

基本的に政府が買い入れ、市場の状況を踏まえ、価格

等の面で国産米では十分対応し難い用途（主として加
工食品の原料用）を中心に販売し、販売残のうち毎年
ある程度の数量を食糧援助用や飼料用に活用してい
る。

ミニマム・アクセス米の在庫は導入後徐々に増加し、
平成18年10月末には189万tに達したが、同年から飼料
用の販売を開始したことから、平成22年３月末には97
万tまで減少した。

⑸　政府米の買入れ
21年産政府備蓄米については、適正水準の100万t

と、21年10月末時点の在庫84万tとの差16万tを買い入
れた。

その際、主食用需給への影響を可能な限り小さなも
のとしつつ、客観的かつ透明性の確保が図られるよう、
これまでの産地品種銘柄ごとの買入予定数量の設定は
行わず、一定の品質基準、数量単位を設けた上で、低
価格のものから順次買入予定数量に達するまで、16万
t買い入れた。

入札は、平成21年12月平成22年２月までの間に４回
実施し、16万t全量が落札された。

⑹　政府米の販売
政府米の主食用への販売については、平成19年11月

以降、米緊急対策（平成19年10月29日農林水産省農政
改革三対策緊急検討本部決定）（以下「緊急対策」と
いう。）に基づき、販売を停止したところであったが、
平成20年６月から、米の需給動向等を的確に把握する
ため、特例的に政府米の販売を試行的に開始。21年６
月以降は、月１回程度の販売を行なっているところ。

平成21年度の販売状況については、4.7万tの販売実
績となった。

２　平成21年産米をめぐる状況

⑴　平成21年産米の需給調整の取り組み状況
平成21年産米の生産数量目標の達成に向けた取組と

して、生産調整未達成県・市町村においても生産調整
目標達成合意書を締結するなど、全都道府県・全地
域の関係者が一体となって取り組んだ結果、飼料用
米・米粉用米・稲発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ用稲）等の
新規需要米の取り組みが増加し、主食用水稲作付面積
は159万ha、過剰作付面積も約4.9万ha（21年産は5.4万
ha）となり、前年産米に比べて減少した。

(5) 政府米の買入れ

(6) 政府米の販売

　ミニマム・アクセス米の販売状況　（平成７年４月～22年３月末）

資料：農林水産省調べ
　注：1）輸入数量は、22年3月末時点での政府買入実績である。
　　　2）このほか食用不適品として処理した3万トン、バイオエタノール用へ販売した1万トンがある。
　　　3）在庫97万トンには、飼料用備蓄35万トンが含まれる。

主食用に供給されたミニマム・アクセス米を大きく上回
る量の政府国産米を援助用に活用。
（8年11月から22年3月までの国産米援助実績 119万トン）
さらに、8～11年産の政府国産米の一部を国内の主食用に

は供給せず、飼料用等として販売。
（16年2月から18年6月までの販売実績72万トン）

国産米では対応し難い低価格の加工用（みそ・焼酎・煎餅等）向
けに年間約20～30万トンの固定需要がある。

食糧援助規約に基づく我が国の約束量は、小麦30万トン相当
（コメ換算：約19万トン）以上と規定されており、大部分がコメで行
われている。

18年7月以降、輸入年度の古いミニマム・アクセス米から順次販
売。
18年度：40万トン、19年度64万トン、20年度46万トン、21年度30
万トン

　ＳＢＳ輸入分
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⑵　米粉・エサ米法
米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促進

する「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」（平
成21年法律第25号）が平成21年７月１日に施行され
た。本法律に基づき、米穀の生産者とその加工品の製
造事業者が連携した取組に関する計画に係る制度を創
設し、28件の生産製造連携事業計画（うち米粉関連26
件、飼料用米関連２件）を認定した。

３　平成22年産米の生産数量目標の決定

⑴　平成22年産米の生産数量目標
８/ ９年（８年７月から９年６月までの１年間）か

ら直近の20/21年までの全国の需要実績を用いてトレ
ンド（回帰式）で算出された全国の平成22/23年の需
要見通しの813万tを、平成22年産米の全国の生産数量
目標と設定した。
⑵　平成22年産米の都道府県別の生産数量目標
都道府県別の生産数量目標については、従来から、

全国の生産数量目標を基本に都道府県ごとの過去６年
の需要実績中、中庸4年分の平均値のシェアで算出す
ることを基本としているが、平成22年産米の生産数量
目標の配分に限り、激変緩和措置として以下の調整を
図った。
①　平成21年産米の目標達成県については、当該県の

生産数量目標の減少率が全国の生産数量目標の減少
率（99.8%）を下回らないこと

②　①により調整した数量については、平成21年産米
の目標未達成県のうち生産数量目標が増加する県か
ら控除すること
また、各都道府県において、需要に応じた生産を一

層促進する観点から、平成21年産に引き続き、都道府
県間調整を実施し、目標増加申出都道府県、目標削減
申出都道府県との間で、2,670tの調整が行われた。

　

Ⅰ　趣旨
米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促

進するため、米穀の生産者とその加工品の製造業者
が連携した取組に関する計画及び新品種を育成する
ための計画に係る制度を創設するとともに、これら
計画の実施に対し農業改良資金の償還期間を延長す
る等の支援措置を講ずる。

Ⅱ　法案の内容
⑴　基本方針の策定

農林水産大臣は、米穀の新用途への利用の促進
に関する基本方針を定める。

⑵　事業計画の作成
①　生産製造連携事業計画

新用途米穀の生産者は、新用途米穀加工品（米
粉・飼料等）の製造事業者（必要に応じ米粉パ

2 平成21年産米をめぐる状況

(1) 平成21年産米の需給調整の取り組み状況

(2) 米粉・エサ米法

平成２１年産 平成２０年産

用　途　区　分 認定面積（ha） 認定面積（ha）

飼　　料　　用　　米 4,123 1,410

米　　粉　　用　　米 2,401 108

輸　　出　　用　　米 164 74

バイオエタノール用米 295 303

青刈り稲・わら専用稲・
稲発酵粗飼料用稲 10,947 10,230

主食用以外の用途のた
めの種子 62 39

平成２０、２１年産米の新規需要米の用途別認定面積

全国の需給調整の取組状況の推移(平成16年産～21年産)

年産

生産数量目標

①

実生産量

②
②－①

①を面積換算
したもの
③

実作付面積

④
④－③

実作付面積が
生産数量目標
の面積換算値
を上回る府県

作況

千ﾄﾝ 千ﾄﾝ 千ﾄﾝ 千ha 千ha 千ha 府県

16 8,574.4 8,598.8 24.4 1,633.2 1,658.4 25.2 21 98

17 8,510.4 8,933.3 422.9 1,614.9 1,652.3 37.4 22 101

18 8,331.0 8,397.4 66.4 1,574.9 1,642.9 68.1 27 96

19 8,284.8 8,542.2 257.4 1,566.1 1,636.9 70.7 31 99

20 8,149.7 8,658.0 508.3 1,542.1 1,596.3 54.2 20 102

21 8,150.0 8,311.0 161.0 1,542.8 1,592.0 49.1 18 98

注１：①は都道府県間調整や消費純増策（～H19）による補正を行った後の数値。
注２：②は、統計部公表の水稲収穫量から加工用米・新規需要米等の取組数量を控除したものである。
注３：④は、統計部公表の水稲作付面積から、加工用米・新規需要米等の取組計画認定面積を控除したものである。

2 平成21年産米をめぐる状況

(1) 平成21年産米の需給調整の取り組み状況

(2) 米粉・エサ米法

平成２１年産 平成２０年産

用　途　区　分 認定面積（ha） 認定面積（ha）

飼　　料　　用　　米 4,123 1,410

米　　粉　　用　　米 2,401 108

輸　　出　　用　　米 164 74

バイオエタノール用米 295 303

青刈り稲・わら専用稲・
稲発酵粗飼料用稲 10,947 10,230

主食用以外の用途のた
めの種子 62 39

平成２０、２１年産米の新規需要米の用途別認定面積

全国の需給調整の取組状況の推移(平成16年産～21年産)

年産

生産数量目標

①

実生産量

②
②－①

①を面積換算
したもの
③

実作付面積

④
④－③

実作付面積が
生産数量目標
の面積換算値
を上回る府県

作況

千ﾄﾝ 千ﾄﾝ 千ﾄﾝ 千ha 千ha 千ha 府県

16 8,574.4 8,598.8 24.4 1,633.2 1,658.4 25.2 21 98

17 8,510.4 8,933.3 422.9 1,614.9 1,652.3 37.4 22 101

18 8,331.0 8,397.4 66.4 1,574.9 1,642.9 68.1 27 96

19 8,284.8 8,542.2 257.4 1,566.1 1,636.9 70.7 31 99

20 8,149.7 8,658.0 508.3 1,542.1 1,596.3 54.2 20 102

21 8,150.0 8,311.0 161.0 1,542.8 1,592.0 49.1 18 98

注１：①は都道府県間調整や消費純増策（～H19）による補正を行った後の数値。
注２：②は、統計部公表の水稲収穫量から加工用米・新規需要米等の取組数量を控除したものである。
注３：④は、統計部公表の水稲作付面積から、加工用米・新規需要米等の取組計画認定面積を控除したものである。

ン等の製造事業者や畜産農家等を含む。）と共
同して、新用途米穀の生産から新用途米穀加工
品の製造等までの一連の行程の総合的な改善を
図る事業に関する計画を作成し、農林水産大臣
の認定を受けることができる。
②　新品種育成計画

稲の新品種の育成を行おうとする者は、新品
種を育成する事業に関する計画を作成し、農林
水産大臣の認定を受けることができる。

⑶　支援措置
①　⑵の①の計画の認定を受けた場合には、農
業改良資金助成法の特例（償還期間の延長等）
や食品流通構造改善促進法の特例（食品流通構
造改善促進機構による債務保証の範囲の拡大
等）等の措置を講じる。
②　⑵の②の計画の認定を受けた場合には、種
苗法の特例（新品種の出願料・登録料の減免）
の措置を講じる。
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○　目標を削減する県：　佐賀県　　　2,655t
　　（米の生産調整拡大）　岐阜県　　　　�15t

○　目標を増加する県：　新潟県　　　2,655t
　　（米の生産数量拡大）　愛知県　　　　�15t

⑶　平成22年産米の生産数量目標の配分におけるペ
ナルティの廃止

戸別所得補償制度の米戸別所得補償モデル事業は、
これまでの生産調整のように強制感をもって農家の参
加を求めるものではなく、交付対象を需給調整達成者
とすることにより、農家の主体的な経営判断によって
需給調整に参加していただくものである。このため、
これまで需給調整に参加してきたか否かにかかわら
ず、参加しようと思えば誰でも参加できるような生産
数量目標が配分されることが重要である。したがって、
生産数量目標の設定に当たっては、これまで講じてき
た需給調整未達成県に対するペナルティ的措置は廃止
することとした。

　⑷　集荷円滑化対策
平成21年産米に係る集荷円滑化対策は、平成21年10

月15日現在の全国作況指数が98となり、要件を満たさ
なかったため、実施（発効）されなかった。

４　米穀の出荷又は販売の事業の届出

平成16年４月１日の改正食糧法の施行により、従来
の計画流通制度（米穀の出荷取扱業及び販売業の登録
制度等）が廃止され、平常時においては米の流通関係
者の主体性を重視する観点から、流通の統制は行わな
いこととされた。

他方、米不足等の緊急時に的確に対応するため、平
常時から流通業者の確実な把握等を行い、緊急時にお
いて適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販
売の事業を行う者（事業規模が20精米t以上の者）に
対し、農林水産大臣への届出が義務付けられている。

表８　米穀の出荷又は販売の事業の届出者数
（平成22年3月末日現在）

注）�　届出事業者数とは、主要食糧の需給及び価格の安定
に関する法律第47条の規定に基づき出荷又は販売の事
業の届出を行っている者である。

５　米の消費拡大

平成21年度における米の消費拡大については、米を
中心とした「日本型食生活」の普及を促進する観点か

都道府県 届出事業者数
北海道 3,083
青　森 710
岩　手 1,357
宮　城 1,655
秋　田 968
山　形 1,114
福　島 2,039
茨　城 1,720
栃　木 1,233
群　馬 1,277
埼　玉 3,172
千　葉 3,375
東　京 7,525
神奈川 4,164
新　潟 2,494
富　山 564
石　川 919
福　井 704
山　梨 898
長　野 1,626
岐　阜 1,002
静　岡 2,003
愛　知 3,101
三　重 902

都道府県 届出事業者数
滋　賀 913
京　都 2,607
大　阪 6,341
兵　庫 4,135
奈　良 1,118
和歌山 945
鳥　取 189
島　根 550
岡　山 911
広　島 1,888
山　口 763
徳　島 729
香　川 707
愛　媛 807
高　知 487
福　岡 3,144
佐　賀 332
長　崎 1,431
熊　本 1,126
大　分 755
宮　崎 962
鹿児島 2,042
沖　縄 531

計 81,018

(3) 平成22年産米の生産数量目標の配分におけるペナ

ルティの廃止

(4) 集荷円滑化対策

（単位：トン、ｈａ）

面積換算値 面積換算値

北 海 道 604,510 112,990 滋　　賀 174,460 33,680

青    森 267,300 46,090 京　　都 80,720 15,800

岩 　 手 295,240 55,390 大　　阪 28,000 5,680

宮　　城 382,210 72,120 兵　　庫 193,010 38,300

秋　　田 461,870 80,610 奈　　良 43,630 8,500

山　　形 381,170 64,170 和 歌 山 37,130 7,530

福　　島 365,020 67,970 鳥　　取 72,360 14,080

茨　　城 355,390 68,340 島　　根 98,000 19,250

栃　　木 321,790 59,700 岡　　山 167,230 31,790

群　　馬 83,250 16,850 広　　島 138,090 26,400

埼　　玉 161,280 32,710 山　　口 121,630 24,130

千　　葉 262,150 49,180 徳　　島 60,880 12,840

東　　京 930 230 香　　川 76,490 15,330

神 奈 川 14,940 3,060 愛　　媛 79,680 16,000

新　　潟 560,485 104,007 高　　知 52,070 11,340

富　　山 206,730 38,640 福　　岡 197,350 39,550

石　　川 132,430 25,520 佐　　賀 149,565 28,373

福　　井 136,060 26,320 長　　崎 67,120 14,160

山　　梨 28,750 5,260 熊　　本 207,080 40,210

長　　野 205,900 33,050 大　　分 126,910 25,230

岐　　阜 122,755 25,157 宮　　崎 102,940 20,880

静　　岡 87,390 16,770 鹿 児 島 120,360 25,130

愛　　知 144,265 28,453 沖　　縄 3,210 1,040

三　　重 150,260 30,050 全国計 813万トン 154万ha

都道府県

平成22年産米の都道府県別の生産数量目標
（都道府県間調整後）

都道府県生産数量目標 生産数量目標
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ら、米を食生活の改善に資する重要な戦略品目として
位置付け、世代別の消費動向などの事情や特性を踏ま
えながら、食育の取組と連動して、消費拡大の取組を
推進するため、次の事業を実施した。

①　朝食欠食（20 〜 30代の約3割）の改善や、米を中
心とした日本型食生活の普及・啓発により、食料自
給率向上に資するため、各種広報媒体を活用した情
報提供（めざましごはんキャンペーン）の実施

②　外食及び中食業者と連携した朝ごはんメニュー、
朝ごはん向け商品の充実強化や朝ごはん販促活動の
コンサルティングに対する支援

③　都市部を中心に、小学生を対象としたお米・ごは
ん食に関する出前授業への支援

④　生産者団体や稲作農家と連携した米の消費拡大運
動や、都市部に立地する情報発信施設を活用した食
育体験教室等の取組に対する支援

⑤　医師等を通じて、健康面から米を中心とした日本
型食生活の有用性を普及・啓発するための講習会開
催等に対する支援

　6　学　校　給　食

⑴　学校給食実施状況
学校給食は、学校給食法に基づき、小学校、中学校、

夜間定時制高校及び特別支援学校を対象に実施されて
おり、パン又は米飯、ミルク及びおかずを供する「完
全給食」と、完全給食以外の給食でミルク及びおかず
等を供する「補食給食」と、ミルクのみを供する「ミ
ルク給食」の三つの型がある。

平成20年５月現在における学校給食の実施状況は表
９のとおりである。

表９　学校給食実施状況
� 学校数� 　児童・生徒数
　区　分
� 校� 千人
完 全 給 食� 31,140� 9,652
補 食 給 食� 339� 44
ミルク給食� 1,211� 392
　　計� 32,690� 10,088
未 実 施� 1,931� 840
総　　　計� 34,621� 10,929

⑵　米飯学校給食実施状況
学校給食において米飯給食の普及・定着を図ってい

くことは、食習慣形成の重要な時期に当たる児童・生
徒に米を中心とする日本型食生活を継承していくだけ

でなく、米の消費拡大を図る上で重要な役割を果たし
ていることから、米飯学校給食の回数増加に向けた取
組を行っている。

平成21年度においては、米飯学校給食の普及が遅れ
ている大都市部に重点をおいて、保護者、学校給食関
係者を対象とした、「ごはんで給食フォーラム」、学校
給食関係者を対象とした、「ごはんで給食メニュー講
座」の開催等を支援したほか、学校給食用に備蓄米の
無償交付（新たに保育所を対象）を行うなど、引き続
き米飯学校給食を積極的に推進している。

この結果、米飯学校給食の実施状況は、平成20年５
月現在では、
①　米飯学校給食実施校は、完全給食実施校の99.9％
（昭和51年5月36.2％）

②　対象児童・生徒数の比率は、99.9％（昭和51年5
月30.3％）

③　週平均実施回数3.1回（昭和51年5月0.6回）
④　週3回以上実施している学校は、米飯学校給食実

施校の86.5％（昭和51年5月7.0％）
となり、着実に普及している。

第６節　�麦類の需給及び価格の安
定を図るための措置
１　輸入麦の政府売渡価格

⑴　輸入麦の政府売渡価格の算定方法
輸入麦の政府売渡価格は、過去の一定期間における

買付価格の平均値に、年間固定の港湾諸経費及びマー
クアップ（国家貿易等の麦の制度運営及び国内産麦の
生産振興に必要な経費）を上乗せした価格で売り渡す
相場連動制となっている。その算定ルールは、
ア　年3回の価格改定（当面は年２回）、
イ　平均買付価格の算定期間は改定月の２か月前から

遡って６か月間（平成21年４月以前は、改定月の３
か月前から遡って８か月間）

となっている。
⑵　輸入麦の政府売渡ルール検討会

輸入麦の政府売渡価格の価格改定は、年2回、直近8
か月間の平均買付価格を基準に算定してきた。

しかし、この算定方式では国際相場の変動を迅速に
反映できず、特に平成20年10月期においては、国際相
場が大幅に下落しているにもかかわらず政府売渡価格
が引上げになったことから、算定方式の見直しを行う
べきではないかという意見が提起された。

このため、平成20年11月26日に「輸入麦の政府売渡
ルール検討会」（参考１）が発足し、政府売渡価格に
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国際相場の動向をより迅速に反映できるように、価格
改定回数、算定期間、SBS方式の範囲等を検討項目と
して、計12回の検討会が開催され、平成21年10月２日
に、輸入麦の新たな価格改定ルールと今後の麦制度の

見直しのあり方を内容とする検討会報告書が出された
（参考２・３）。報告書の主な概要は以下のとおり。
ア　算定期間を「直近８か月」から「直近６か月」に

短縮するとともに、算定期間の対象月を価格改定月

参考３　価格改定ルール（平成21年10月から）

参考１　輸入麦の政府売渡ルール検討会
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の「３か月前まで」から「２か月前まで」に変更
イ　SBS方式の拡大については、食料・農業・農村基

本計画の見直しを踏まえ、麦産業全体の将来ビジョ
ンを検討し、結論を得られた後、３年程度の準備期
間を経て実施することが適当

ウ　農林水産省の機構改革による主要食糧業務を担う
組織のあり方の見直しに対応して、
鉉　輸入麦の配船を商社が行う
鉤　輸入麦を本邦に到着後直ちに実需者に売り渡す
鉈　不測の事態に対応できるように国の計画に従っ

て製粉企業等が備蓄を行う
方向で検討する必要がある。

これを踏まえ、民間に任せることができるものは
民間に任せながら麦の安定供給を図っていく即時販
売方式の導入に向けた検討がはじまった。

⑶　平成21年度の政府売渡価格
21年10月期の政府売渡価格は、「輸入麦の政府売渡

ルール検討会」の報告書において示された新たな価格
改定ルールに基づき、直近６か月間（21年３月〜 21
年８月）の平均買付価格をもとに算定し、主要５銘柄
平均で▲23％（銘柄ごとにみると▲18％〜▲27％）の
引下げとなった。

また、22年４月期の政府売渡価格は、新たな価格改
定ルールに基づき、直近６か月間（平成21年９月〜平
成22年２月）の平均買付価格をもとに算定し、主要５
銘柄平均で▲５％（銘柄ごとにみると▲４％〜▲８％）
の引下げとなった（参考４）。

⑷　小麦粉価格への影響
21年10月からの政府売渡価格改定を受けて、製粉各

社は11月以降の出荷分について▲145円〜▲460円の小
麦粉価格の値下げを実施した。また、22年４月からの
政府売渡価格の改定を受けて、製粉各社は５月以降の
出荷分について▲55円〜▲85円の小麦粉価格の値下げ

を実施した。
⑸　マークアップをめぐる情勢等

ア　麦関係収支の動向
麦関係収支は、生産振興費が必要となる国内産麦

の生産数量が近年増加傾向で推移していることに伴
い、大幅な赤字が継続しており、20年度においては
一般会計から662億円（４麦計）が繰入れされている。

イ　22年度のマークアップ額
22年度予算に織り込まれるマークアップ額につい

ては、国内産麦の流通数量の増加に伴い国内産麦の
振興に要する経費が増嵩するとともに、穀物相場の
高騰に伴い麦加工製品の輸入量が減少している状況
を踏まえ、昨年度と同額（５銘柄平均：17円／㎏）
としたところである。

２　麦類の需給

⑴　麦の需給見通し（需給計画）
麦の需給見通し（食糧用麦の需給計画）は、食糧法

に基づき、国内産麦では量的又は質的に満たせない需
要分について、外国産麦を国家貿易により計画的に輸
入することを基本として策定することとしている。　

また、平成22年度の麦の需給見通しは、以下のとお
り策定し、22年３月に食料・農業・農村政策審議会総
合食料分科会食糧部会の審議を踏まえ、決定・公表し
たところである。
ア　総需要量

22年度の総需要量は、過去５年（平成17年度から
平成21年度まで）の平均需要量である、小麦569万t、
大・はだか麦38万tと見込んだ。

イ　国内産麦流通量
22年度の国内産麦流通量は、平成22年産麦の作付

予定面積に10a当たりの平均収量を乗じ、さらに食
糧用供給割合を乗じて得た平成22年産麦の供給量
に、過去の供給実績から見込まれる年度内供給比率
を乗じ、さらに平成21年産麦の在庫量を加え、小麦
73万t、大・はだか麦11万tと見込んだ。

ウ　外国産麦輸入量
22年度の外国産麦輸入量は、総需要量から国内産

麦の流通量を差し引いた数量とし、小麦496万t、大・
はだか麦27万tと見込んだ。

エ　備蓄目標数量
現在、不測の事態に備え、国全体で外国産食糧用

小麦の需要量の2.3か月分（政府が1.8か月分、民間
が0.5か月分）の備蓄を行っている。

22年度の備蓄目標数量は、引き続き、外国産食糧
用小麦の需要量の2.3か月分（95万t）を見込んだ。

参考４　輸入麦の政府売渡価格
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このうち、政府が備蓄している1.8か月分（74万t）は、
平成22年10月からは民間の備蓄に移行することとし
ているため、平成22年度の政府の期末在庫量は０万
t、民間の期末在庫量は95万tとなる。

⑵　麦類需給実績
21年度の食糧用麦類の需給実績は、次のとおりと

なった。
ア　輸入量

外国産麦の輸入量は、小麦484万２千t、大・は
だか麦22万８千tとなり、当初計画に比べ、小麦は
６万７千t減少し、大・はだか麦は３万２千ｔ減少
した。

イ　需要量
鉉　外国産小麦の需要量は、主食用（製粉用）は

473万９千t、固有用途用（しょう油用等）は
９万６千tとなり、当初計画に比べ、主食用は
５万９千ｔ減少、固有用途用は１万５千t減少し、
合計で483万５千tとなった。
鉤　外国産大・はだか麦の需要量は、主食用（精麦

用）は16万２千t、固有用途用（麦茶用、ビール
用）は６万６千tとなり、当初計画に比べ、主食
用は４万５千t減少、固有用途用は１万３千t増加
し、合計で22万８千tとなった。

ウ　期末在庫量
政府の外国産小麦の期末在庫量は83万９千tと

なった。

3　国内産麦の民間流通

⑴　平成21年産麦
21年産麦の民間流通数量は、小麦63万９千t、小粒

大麦４万４千t、大粒大麦４万６千t、はだか麦１万t
となっている。

⑵　平成22年産麦
ア　基本事項の決定等

平成22年産麦の民間流通の仕組みについては、平
成21年８月21日に「第24回民間流通連絡協議会」が
開催され、協議・決定された。

平成22年産については、21年４月に外国産麦の売
渡価格が引き下げられたこと等を考慮して、入札に
おける基準価格は前年産の指標価格とし、値幅制限
を基準価格の±10％に拡大した。この他の22年産の
国内産麦の民間流通の仕組みについては、21年産の
民間流通の仕組みと同様とされた。

また、平成22年産麦の播種前契約の基準となる販
売予定数量、購入希望数量は、平成21年９月28日に
開催された「第25回民間流通連絡協議会」において

提示された。（表10）

表10　平成22年産麦の販売予定数量及び購入希望数量
　（単位：千t）

麦 種 販売予定数量 購入希望数量
小 麦
小 粒 大 麦
大 粒 大 麦
は だ か 麦

計

909
55
64
15

1043

818
47
64
23
952

イ　平成22年産麦の入札の実施
平成22年産麦の入札は、（社）全国米麦改良協会

を実施主体として、平成21年10月８日に第１回、10
月20日に第２回が実施された。

入札の結果、外国産麦の価格下落を受け、はだか
麦を除くすべての麦種で全銘柄の落札加重平均価格
が平成21年産から下落した。（表11－１及び２）

表11－１　平成22年産麦入札結果の概要

○　指標価格（全銘柄落札加重平均価格）
　　　　　　　　　　　　（単位：円/t（税込み））

麦 種 21年産 22年産 対前年産比（％）
小 麦
小 粒 大 麦
大 粒 大 麦
は だ か 麦

59,885
59,709
50,492
58,527

55,241
53,448
46,097
61,489

92.2
89.5
91.3
105.1

○　麦種別落札率
（単位：t）

小　　麦 小粒大麦 大粒大麦 はだか麦
上場数量
落札数量
落 札 率

242,310
189,350
78.1％

14,210
14,040
98.8％

10,330
8,910
86.3％

3,030
3,030

100.0％

表11－２　平成22年産麦入札の指標価格の動向
（単位：銘柄数）

麦　種
基 準 価 格 対 比

計
上回る 同価格 下回る

小　　麦
小粒大麦
大粒大麦
はだか麦

0
0
1
2

0
0
0
0

29
11
9
1

29
11
10
3
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４　政府所有麦の販売実績

⑴　外国産小麦（製粉用）の販売実績
製粉用の販売量は、473万９千tと前年度に比べ、20

万２千t（4.5％）の増加となった。
種類別の内訳（シェア）は、ソフト系（薄力系）

156万４千t（内SBS ３千t）（33.0％）、セミハード系
（準強力系）85万８千t（18.1％）、ハード系（強力系）
231万７千t（内SBS35万t）（48.9％）となった。

また、産地国別の内訳（シェア）は、アメリカ産
290万３千t（61.2％）（WW75万２千t、SH85万８千t、
DNS129万３千t）、カナダ産87万１千t（18.4％）（CW67
万４千t、DRM19万６千t（内SBS19万６千t）、その
他１千t（内SBS １千t））、オーストラリア産96万２千
t（20.3％）（ASW80万９千t、PH15万３千t（内SBS15
万３千t））、その他3千t（0.1％）（内SBS ３千t）となった。

⑵　外国産小麦（固有用途用）の販売実績
固有用途用の販売量は、しょうゆ用等として

９万６千tと前年度に比べ８千t（▲7.7％）の減少となっ
た。

⑶　外国産大・はだか麦の販売実績
精麦用の販売量は、16万2千t（内SBS16万２千t）と

前年度に比べ９万t（▲4.7％）の減少となった。
固有用途用の販売量は、麦茶、ビール用等とし

て６万６千t（内SBS ６万６千t）と前年度に比べ
３万６千t（▲35.3％）の減少となった。

第７節　倉庫の概況と保管

１　政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の概況

⑴　標準収容力と在庫数量
平成21年４月１日現在の政府倉庫及び農林水産省

寄託倉庫の標準収容力は、政府倉庫14万４千t、営業
倉庫408万１千t、農業倉庫87万２千t、集荷商人倉庫
６万t、民間サイロ393万７千t、合計978万３千tとなり、
前年同期に比べて119万１千tの減少となっている。

また、経営主体数は営業倉庫（民間サイロを含む）
541、農業倉庫115、集荷商人倉庫8、合計664であり、
前年同期に比べて224減少している。

一方、政府所有食糧等の在庫数量は、21年10月末現
在で179万t（うち、国内米84万t）となっている。

最近３ヵ年の政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の標
準収容力及び在庫数量の推移は表12のとおりである。

表12　政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の収容力及び
　　　　在庫数量

（単位：千t）
� 年　度� 標準収容力
� 19� 11,029
� 20� 9,783
� 21� 8,952

注：標準収容力は各年度4月1日現在である。

⑵　低温倉庫の概況
21年４月１日現在における政府倉庫及び農林水産省

寄託倉庫のうち、低温倉庫の標準収容力は499万４千t
であり、前年に比べ61万７千t減少している。

最近３ヵ年の低温倉庫の標準収容力は表13のとお
りである。

表13　低温倉庫の標準収容力
（単位：千t）

� 年　度� 標準収容力
� 19� 6,676
� 20� 5,611
� 21� 4,994

注：標準収容力は各年度4月1日現在である。

２　保管料支払実績

21年度政府所有食糧等の保管料支払額は205億円で
あり、前年度に比べ28億円の減少している。

表14　21会計年度保管料支払額
（単位：百万円）

種　類� 営業倉庫� 農業倉庫� 計� 対前年増減
国内米� 5,608� 1,529� 7,137� △448
国内麦� －� －� －� －
外　米� 7,363� 7� 7,370� △1,243
外　麦� 5,796� －� 5,796� △1,097
輸入飼料� 266� －� 266� 65　
　計� 19,033� 1,536� 20,569� △2,723
対前年増減� △2,523� △191� △2,723

第８節　食糧の輸入及び国際関係

１　概　　　　　　況

米　　　　穀
米については、ウルグアイ・ラウンド農業合意に基

づき、基準期間（昭和61年〜 63年）の国内消費の一
定割合に該当する外国産米をミニマム・アクセス米と
して輸入を行っている。平成11年４月には、輸入数量
制限措置から関税措置へ切り換えた。
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なお、ミニマム・アクセス数量は、12年度以降、77
万玄米tとなっている。

⑵　麦　　　類　
小麦及び大麦については、ウルグアイ・ラウンド農

業合意により、それまでの輸入割当制度（IQ）から、
平成７年に関税措置へ切換えた。

外国産麦については、国内産麦で不足するもの及び
品質的に国内産麦が使用できないものについて輸入す
ることを原則としている。

なお、カレント・アクセス数量は12年度以降、小麦
574万t、大麦136万９千tとなっている。

２　米穀の輸入状況と海外の動向

⑴　輸入状況
平成21年における米穀の輸入数量（通関統計ベース

（暦年））は67万１千tであった。国別内訳は、アメリ
カ37万４千t、タイ21万９千t、中国７万７千t、その
他１千tとなっている。

⑵　米穀の国際需給と価格動向
ア　国際需給

2009/10年度の生産量は、中国、タイ等が増加す
る一方で、インド等で減少する見込みであり、世界
全体では、前年度より減少（1.5%）し、441.5百万
ｔとなる見込みである。

貿易量は、タイ、パキスタン、ベトナム等で増加
が見込まれるため、世界全体は前年度より増加し、
30.1百万tとなる見込みである。

イ　価格動向
米の国際取引の指標価格となるタイ国家貿易委員

会公表価格のタイ国産うるち精米長粒種（100％２
等相当）のFOB価格（輸出価格）は、近年300ドル
／ t前後で推移してきたが、2007年秋以降、インド
等の輸出規制を契機として世界的なコメ需給の逼迫
感が強まった結果、2008年５月には過去最高となる
1,038ドル／ tを記録した。しかしながら、その後は
下落に転じ、2010年3月末には527ドル／ tとなって
いる。

３　麦類の輸入状況と海外の動向

⑴　輸　入　状　況
ア　小麦

平成21年における小麦の輸入量（通関統計ベース）
は、470万３千tで、このうち食糧用の輸入量は460
万８千t、飼料用は９万４千tであった。国別で見る
と、アメリカ284万t、カナダ94万２千t、オースト
ラリア87万８千t、その他４万２千tとなっている。

イ　大麦
平成21年における大麦の輸入量（通関統計ベー

ス）は、139万１千tで、このうち食糧用は24万３千
t、飼料用は114万８千tであった。

国別で見ると、オーストラリア86万６千t、カナ
ダ26万６千t、ウクライナ15万９千t、その他10万t
となっている。

⑵　麦類の国際需給と価格動向
ア　小麦
鉉　国際需給

2009/10年産の生産量は、オーストラリア、中国、
カザフスタン等で増加するものの、アメリカ、カ
ナダ、EU27、ウクライナ等で減少するため、世
界全体では、過去最高だった前年度より減少（▲
0.4％）し、680.4百万tとなる見込みである。

貿易量は、カザフスタン等を除き主要生産国で
減少するため、世界全体でも前年度より減少（▲
７％）し、133.8百万tとなる見込みである。
鉤　価格動向（すべて１ブッシェルあたり単価）

小麦の国際価格（シカゴ相場）については、
2006年秋以降、オーストラリアの干ばつによる生
産量の減少等に伴い上昇し、2007年に入っても、
期末在庫量の低下やオーストラリアの２年連続の
干ばつ、輸出国による輸出規制等の要因により上
昇を続け、2008年３月には11ドル台に達した。そ
の後、世界的な小麦の豊作及び景気の悪化などの
影響で値下がりし、2009年は４ドル〜５ドル台で
推移していたが、2010年７月以降、ロシアやウク
ライナ等の黒海沿岸地域における記録的な干ばつ
と、それに伴うロシアの穀物輸出禁止措置等によ
り急騰し、2010年８月には一時８ドル台を記録し
た。

イ　大麦
2009/10年度の生産量は、オーストラリア、イラン、

カザフスタン等で増加するものの、カナダ、EU27、
ロシア、ウクライナ、アメリカ等で減少するため、
世界全体では前年度を5.5百万ｔ下回る149.8百万ｔ
となる見込みである。

輸出量は、カナダ、ロシア、ウクライナ等で減少
するため、世界全体では前年度を下回る16.6百万ｔ
となる見込みである。

４　政府米を利用した食糧援助

政府米を利用した食糧援助については、被援助国等
からの要請を踏まえ、WTO協定等国際ルールとの整
合性、財政負担等に留意し、適切に実施することとし
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ている。
平成20年度においては、アフリカ、アジアを中心と

し、KR食糧援助として、23 ヵ国等に対し約11.2万t、
WFP通常拠出分として0. １万tの食糧援助を行った。

第９節　食料安定供給特別会計

１　食料安定供給特別会計の概要

食料安定供給特別会計は、平成19年産から導入した
水田・畑作経営所得安定対策を軸とした食料安定供給
施策を一体的に推進するため、①米・麦の買入れ、売
渡し等の経理を行う食糧管理特別会計と、②農地の担
い手への利用集積等に必要な資金の貸付け等の経理を
行う農業経営基盤強化措置特別会計を統合し、農業経
営基盤強化事業、農業経営安定事業、食糧の需給及び
価格の安定のために行う事業に係る経理を行うため、
平成19年４月に「特別会計に関する法律」（平成19年
法律第23号）に基づき設置された。

また、土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づ
く国営土地改良事業等に関する経理を行うために設け
られた国営土地改良事業特別会計が平成20年度より一
般会計に統合されたことに伴い、平成10年度以前に事
業費の一部について借入金をもって財源とすることで
新規着工した地区のうち、平成19年度末までに工事が
完了しなかった地区（未完了借入事業）について、当
該事業が完了する年度までの経過措置として国営土地
改良事業勘定が設置された。

２　平成21年度予算の概要

⑴　各勘定の概要
①　農業経営基盤強化勘定

農業経営基盤強化勘定においては、「農地法」等
の規定に基づく自作農創設のため政府が行う農地等
の買収、売渡し等及び農地保有合理化事業等、「農
業改良資金助成法」に規定する農業改良資金並びに

「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関す
る特別措置法」に規定する就農支援資金の貸付けに
必要な経費を計上している。

②　農業経営安定勘定
農業経営安定勘定においては、「農業の担い手に

対する経営安定のための交付金の交付に関する法
律」の規定に基づく交付金の交付のために必要な経
費を計上している。

③　米管理勘定
米管理勘定においては、国内米の備蓄に伴う買入

れ及び売渡し、輸入米の買入れ及び売渡し等に必要
な経費を計上している。

国内米については買入数量50万t、売却数量41万t、
輸入米については買入数量77万ｔ、売却数量89万t
を見込み、政府買入及び売渡価格は、最近の価格動
向等を勘案して算定した価格で計上している。

さらに、米の価格下落等の影響を緩和するための
当面の措置（稲作構造改革促進交付金）に必要な経
費等を計上することとしている。

④　麦管理勘定
麦管理勘定においては、輸入小麦等の買入れ及び

売渡し等に必要な経費を計上している。輸入小麦等
については買入数量517万t、売却数量517万tを見込
んでいる。買入価格は最近の価格動向等を勘案して
算定した価格、売渡価格は平成21年４月１日以降に
適用される価格等で計上している。輸入飼料につい
ては小麦20万t、大麦141万tの売却及びこれに必要
な買入れを予定している。さらに、農業経営安定事
業に要する経費の財源に充てるため農業経営安定勘
定への繰入に必要な経費を計上している。

⑤　業務勘定
業務勘定においては、農業経営基盤強化勘定、農

業経営安定勘定、食糧管理勘定（米管理勘定及び麦
管理勘定）における事務取扱い等に必要な経費を計
上している。

⑥　調整勘定
調整勘定においては、歳入として、農業経営安

定勘定、食糧管理勘定における所要の経費の財源
に充てるため当初予算において、一般会計から
207,380,343千円を受入れるほか、主要食糧等の買入
代金の財源に充てるため食糧証券収入830,490,000千
円を計上しており、歳出として農業経営基盤強化勘
定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定への繰入れに
必要な経費等を計上している。

⑦　国営土地改良事業勘定
国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のた

め、各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に
係る経理を取り扱い、その経理については、事業費
のうち国及び受益者が負担する部分は一般会計から
の繰入金等を充てており、道県が負担する部分は借
入金を充てている。

⑵　各種助成等事業
ア）農地保有合理化事業
○農地保有合理化促進対策費補助金

（予算額：9,108,505千円）
都道府県が農地合理化法人の指導に要する経費、農
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地保有合理化事業を行う農地保有合理化法人等の当該
事業に要する経費及び社団法人全国農地保有合理化協
会が行う農地保有合理化事業の推進を行うのに要する
経費等を計上している。
○農地保有合理化促進対策資金貸付金

（予算額：8,878,000千円）
農地保有の合理化の促進を図るための、農地保有合

理化事業を行う法人の当該事業に要する資金を貸し付
ける都道府県に対する所要資金の一部貸付け及び農用
地利用集積が図られる土地改良事業に必要な費用の一
部を土地改良区等へ無利子で貸し付ける日本政策金融
公庫等に対する所要資金の貸付けを行うこととしてい
る。
イ）農業改良資金制度
○農業改良資金貸付金

（予算額：264,309千円）
都道府県が行う農業改良資金の貸付けに要する資金

の一部貸付け及び農業協同組合等が行う農業改良資金
の貸付けの原資に充てるため、都道府県が貸し付ける
資金の一部貸付けを行うこととしている。
ウ）就農支援資金制度
○就農支援資金貸付金

（予算額：1,551,408千円）
都道府県青年農業者等育成センター、農業協同組合

等が行う就農支援資金の貸付けの原資に充てるため、
都道府県が貸し付ける資金の一部貸付けを行うことと
している。
エ）経営安定対策
○農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金

（予算額：154,906,202千円）
農業の担い手の経営安定を図るため、諸外国との生

産条件の格差から生じる不利を補正する対策として、
過去の生産実績に基づく支払及び毎年の生産量・品質
に基づく支払を実施することとしている。
○農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金

　（予算額：75,755,897千円）
農業の担い手の経営安定を図るため、収入減少によ

る農業経営への影響を緩和する対策として、米、麦、
大豆等の販売収入の合計額が、標準的収入額より下
がった場合に、その差額の９割を補てんすることとし
ている。
○稲作構造改革促進交付金

（予算額：21,760,000千円）
米の生産調整メリット対策として、水田・畑作経営

所得安定対策非加入者の生産調整実施者に対し米価下
落等の影響緩和支援助成を行うこととしている。

オ）安定供給確保対策
○米穀安定供給円滑化補助金

　　　　（予算額：50,654千円）
米の安定供給の確保を支援することを目的として設

立された米穀安定供給確保支援機構の運営が円滑に行
えるよう事業実施に必要な経費について助成すること
としている。

⑶　損益及び一般会計からの繰入れ
平成21年度の食糧管理勘定及び業務勘定の損益は、

水田・畑作経営所得安定対策の推進及び経営安定対策
との整合性をもった米政策の更なる推進を図ること等
により、1,819億円の損失（前年度予算比249億円の損
失増加）が見込まれている。（勘定別の内訳は、米管
理勘定△1,358億円、麦管理勘定△458億円、業務勘定
△3億円）

この損失については、前年度から繰越された調整資
金776億円のうちの679億円と一般会計からの調整資金
繰入1,140億円を充てることとしている。

この結果、21年度末の調整資金は97億円となる予定
である。

３　平成21年度決算の概要

⑴　農業経営基盤強化事業
農業経営基盤強化勘定においては、自作農創設に必

要な経費として15億円、農地保有合理化促進に必要な
経費として98億円、就農支援資金貸付けに必要な経費
として11億円を支出している。

⑵　農業経営安定事業
農業経営安定勘定においては、農業経営安定事業に

必要な経費として1,462億円を支出している。
⑶　米の管理

米管理勘定においては、国内米の売買（16玄米万t
買入、6玄米万t売却）及び輸入米の売買（66実（74玄
米）万t買入、78実（88玄米）万t売却）に伴い発生し
た損失に、管理に要する所要額を加え、764億円の損
失となった。

⑷　麦の管理
麦管理勘定においては、食糧麦の売買（食糧麦507

万t（大麦23万t、小麦484万t）の買入、506万t（大麦
23万t、小麦483万t）の売却）及び輸入飼料の売買（138
万t（大麦125万t、小麦13万t）の買入、138万t（大麦
125万t、小麦13万t）の売却）に伴い発生した利益から、
管理に要する所要額を差し引き、317億円の利益となっ
た。
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⑸　決算損益の整理
調整資金

平成21年度における米管理勘定、麦管理勘定及び業
務勘定の損失額は、458億円（米損失764億円、麦利益
317億円、業務損失10億円）となったことから、これ
を調整勘定に移し、前年度からの繰越額738億円と当
年度の一般会計からの受入額1,140億円からなる調整
資金（計1,878億円）を取り崩し整理した。

� 調整資金� （単位：億円）
� 前年度� 本年度� 本年度� 残高
　� 繰　越� 受　入� 損　失
� 738� 1,140� △458� 1,420

⑹　国営土地改良事業
国営土地改良事業勘定においては、土地改良事業に

必要な経費として835億円、土地改良事業工事諸費に
必要な経費として73億円、受託工事等に必要な経費と
して17億円支出している。

表15　平成21年度食料安定供給特別会計歳入歳出総括表
（単位：億円）

＜歳　　　入＞
項　　目� 決算額

自作農創設特別措置収入� 15
償還金収入� 214
独立行政法人納付金� 227
食　糧　売　払　代� 3,957
納　付　金　収　入� 4
土地改良事業費負担金等収入� 255
借入金� 169
受託工事費等受入� 17
一般会計より受入� 2,820
雑　　収　　入� 298
食糧証券収入� 3,520
前年度剰余金受入� 970
純　　計　　額� 12,467
他勘定より受入� 11,402
　（歳入合計）� 23,868

＜歳　　　出＞
　　　項　　目� 決算額

農業経営基盤強化事業費� 124
農業経営安定事業費� 1,462
食　糧　買　入　費� 2,956
管　　理　　費� 494
事　　務　　費� 128
政府倉庫運営費� 3
国債整理基金特別会計へ繰入� 4,556
土地改良事業費� 557
北海道土地改良事業費� 194

離島土地改良事業費� 85
土地改良事業工事諸費� 73
受託工事費及換地清算金� 17
一般会計へ繰入� 263
予　　備　　費� －
純　　計　　額� 10,911
他勘定へ繰入� 11,402
　（歳出合計）　� 22,313

（注）単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

第10節　農産物検査制度

1　概　　　況

農産物検査は、農産物の公正かつ円滑な取引とその
品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農
産物消費の合理化とに寄与することを目的とした農産
物検査法（昭和26年法律第144号）に基づいて行われ
ている。

従来（平成12年度まで）は、食糧事務所（農産物検
査官）が一元的に農産物検査を実施してきた（いわゆ
る国営検査）が、平成11年4月27日に閣議決定された「国
の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計画」を
受け、農産物検査の実施主体を、国から農林水産大臣
の登録を受けた民間の検査機関（以下「登録検査機関」
という。）に変更することを主な内容として、平成12
年の通常国会において同法を改正し、国は、検査規格、
検査方法の設定等の基本ルールの策定や登録検査機関
の指導・監督等の役割を果たすこととなったところで
ある。

この改正により、平成13年４月から５年間で農産物
検査の実施主体を民営化することとなり、国は、平成
18年３月31日までの移行期間中は、国を登録検査機関
とみなして農産物検査を行うことができることとされ
た。

また、法に規定されている米麦以外の検査対象品目
について検証を行い、国の統一的規格に基づく農産物
検査が求められなくなっている品目については、検査
対象から除外することとし、農産物検査の対象品目を
20品目から10品目に整理し、平成７年度から導入され
た米麦の成分検査は、品位等検査の受検の有無に関わ
らず単独で受検できる等、制度が変更された。

国は、農産物検査の民営化が開始された平成13年度
以降、登録検査機関に対する監査、検査現場における
巡回点検等の登録検査機関に対する指導監督を行うと
ともに、民間における検査体制を確立し、民営化を円



第４章　総　合　食　料　局－96－

滑に進めるため、平成12年度から各食糧事務所におい
て、農産物検査員を育成するための研修を実施し、平
成18年４月から完全民営化し、検査は全て登録検査機
関により実施されているところである。

⑴　登録検査機関の登録状況
登録検査機関の登録状況は、平成21年度末現在で、

登録検査機関は国内産農産物で1,414機関、外国産農
産物で５機関、成分検査で14機関が登録され、国内産
農産物で約15,860人の農産物検査員が登録されている
ところである。

⑵　登録検査機関による検査
農産物検査については、生産者、流通業者等の関係

者から検査の信頼性確保、公正かつ的確な検査の実施
及び適切な検査証明が強く求められていることから、
登録検査機関においては、登録検査機関としての検査
体制の確立、農産物検査員の資質の向上が強く求めら
れている。

このため、国は、登録検査機関の適正な業務運営の
確保、農産物検査員の検査技術の向上等を図る観点か
ら、以下のとおり各地方農政局・地方農政事務所にお
いて、登録検査機関に対する指導・監督を実施した。
ア　適正な業務運営の確保

登録検査機関の適正な農産物検査業務の実施を確
認するため、管轄する区域の登録検査機関の品位等
検査を行う検査場所に巡回点検を実施した。

また、登録検査機関の主たる事務所及び従たる事
務所に対する監査を実施した。

イ　検査技術向上のための現地指導

登録検査機関の協力要請により、農産物検査員の
検査技術の向上、鑑定精度の程度統一を図るために、
所要の助言、指導を行った。

ウ　鑑定精度の程度統一
登録検査機関の農産物検査員の鑑定精度を統一す

るため、研修会・鑑定会を実施するとともに、検査
の開始時期に品質程度統一会を開催し、当年産米の
品質状況を勘案した試料により、程度統一（目合わ
せ）を行った。

エ　農産物検査員の技能確認
登録検査機関の農産物検査員の技能を定期的に確

認するため、技能確認会を実施し、試料の鑑定を行
い、技能確認を行うとともに、技能向上のための指
導を行った。

2　国内産農産物の検査

産地品種銘柄に係る農産物検査は、出回りが少量の
品種についても設定できる仕組みの構築、農産物検査
員の負担の軽減等の要望を踏まえ平成21年産より産地
品種銘柄を必須銘柄（すべての登録検査機関が検査義
務を負う銘柄）と選択銘柄（登録検査機関が検査を行
う銘柄を選択する銘柄）に区分する産地品種銘柄の選
択制を導入した。

⑴　　米　の　検　査
ア　検査の実績

21年産米の平成22年３月末日現在の種類別検査実
績は、表16のとおりであり、水稲うるち玄米の地
域別の検査実績は表17のとおりである。

〈第編第章表〉

平成年産米 種類別検査実績（平成年月末日現在）表

種 類 検査数量 等級比率（％）

（ｔ）

特上 特等 １等（合格） ２等 ３等（等外） 規格外

      合 計

      水稲うるち

      玄 米 水稲もち

      醸造用

陸稲うるち       

      陸稲もち

      合 計

      も み 普通

種子      

精 米 合 計      

（注）１ もみの等級比率は、合格の比率である。

２ ラウンドの関係で種類別検査数量及び等級比率の計が合計あるいはとならないことがある｡

表16　平成21年産米　種類別検査実績（平成22年3月末現在）
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水稲うるち玄米の検査数量は444万6千tで、20年
産に比べて26万5千t（20年産同期471万1千t）減少
した。

イ　品質概況
21年産水稲うるち玄米の1等比率は85.0％（20年

産同期79.5％。以下同じ。）となった。２等以下の
主な格付け理由は充実度不足と心白・腹白によるも
のである。

地域別の品質概況は、次のとおりである。
鉉　北海道の１等比率は85.9％（89.1％）となった。

２等以下の主な格付理由は、整粒不足及び充実度
不足によるものである。
鉤　東北の１等比率は93.7％（90.5％）となった。

２等以下の主な格付理由は、充実度不足及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。
鉈　関東の１等比率は92.6％（90.7％）となった。

２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。
銕　北陸の１等比率は88.8％（85.1％）となった。

２等以下の主な格付理由は、整粒不足及び心白・
腹白によるものである。
鈿　東海の１等比率は65.8％（45.7％）となった。

２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び充実
度不足によるものである。
鉋　近畿の１等比率は74.1％（68.3％）となった。2

等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び整粒不
足によるものである。
鉐　中国四国の１等比率は65.8％（54.6％）となった。

２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心白・
腹白によるものである。
銜　九州の１等比率は59.2％（34.7％）となった。

２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心白・
腹白によるものである。
銜　沖縄の１等比率は27.4％（25.5％）となった。

２等以下の主な格付理由は、充実度不足及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。

ウ　産地品種銘柄の概況
21年産水稲うるち玄米の品種別検査実績は、表26

のとおりである。
21年産水稲うるち玄米の産地品種銘柄は、46道府

県、必須銘柄327銘柄、選択銘柄243銘柄である。
品種別に見ると、最も多いコシヒカリが、157万t

（20年産同期166万７千t）で35％を占めており、２
位はひとめぼれ、３位はあきたこまちとなった。

以下、ヒノヒカリ、はえぬき、ななつぼし、きら
ら397の順に検査数量が多く、上位10品種の検査数
量は、産地品種銘柄全体の79％（20年産同期81％）
となった。

〈第編第章表〉

平成年産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成年月末日現在）表

地 域 検査数量 等級比率（％）



１等 ２等 ３等 規格外

    北海道

    東北

    関東

    北陸

    東海

    近畿

    中国四国

    九州

    沖縄

    合 計

（注）ラウンドの関係で地域別検査数量及び等級比率の計が合計あるいはとならないことがある。

表17　平成21年産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成22年3月末現在）
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⑵　麦の検査
ア　検査実績

21年産麦の検査実績は、表19のとおりである。
検査数量の合計は、99万4千tで、20年産（118万t）

と比較すると18万6千t減少した。

イ　品質概況
鉉　普通小麦

１等比率は63.0％（20年産83.8％。以下同じ）
となった。２等以下の主な格付け理由は、形質と
整粒不足によるものである。
鉤　普通小粒大麦

１等比率は71.4％（71.9％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、整粒不足と形質によるも
のである。
鉈　普通大粒大麦

１等比率は77.9％（78.2％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも

のである。
銕　普通はだか麦

１等比率は91.0％（76.7％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも
のである。
鈿　ビール大麦

上位等級比率（１等＋２等）は95.4％（96.7％）
となった。等外上の主な格付け理由は、形質によ
るものである。

〈第編第章表〉

平成年産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成年月末日現在）表

順位 品 種 検査数量 割合

（ｔ） （％）

コシヒカリ  

ひとめぼれ  

あきたこまち  

ヒノヒカリ  

はえぬき  

ななつぼし  

きらら３９７  

つがるロマン  

まっしぐら  

キヌヒカリ  

 上位品種の合計

水稲うるち玄米総合計

（注）ラウンドの関係で品種別検査数量及び割合の計が合計とならないことがある。

表18　平成21年産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成22年3月末現在）

〈第編第章表〉

平成年産麦類検査成績（最終）表

種 類 検査数量 等 級 比 率 （％）

ｔ

１ 等 ２ 等 等 外 上 規 格 外

    普通小麦

    普通小粒大麦

    普通大粒大麦

    普通はだか麦

    ビール大麦

種子用麦  （合格）   

合 計

（注）ラウンドの関係で種類別検査数量及び等級比率の計が合計あるいは とならないことがある｡

表19　平成21年産麦類検査成績（最終）
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⑶　その他の農産物の検査
ア　検査実績

農産物検査法施行令（平成７年政令第357号）に
定められた米麦以外の農産物の21年産検査結果は次
のとおりである。

� 〔品　　目〕� 〔検査実施地域〕� 〔検査数量t〕
� 大　　　　　豆� （北海道ほか１府41県）� 193,446
� 一 般 小 豆� （北海道）� 19,745
� 普 通 い ん げ ん� （北海道）� 1,977
� 普 通 そ ば� （北海道ほか15県）� 3,185
� かんしょでん粉� （鹿児島県）� 41,600

イ　品質概況
鉉　普通大豆の1等比率は33.4％となった。
鉤　一般小豆の1等比率は0.3％となった。
鉈　普通いんげんの1等比率は0.5％なった。
銕　普通そばの1等比率は0.2％となった。
鈿　かんしょでん粉は全量1等となった。

３　外国産農産物の検査

21年度における外国産農産物の検査数量は次のとお
りである。

⑴　米　　　　穀
（単位：t、％）

　産　地� 玄　米� 精　米� 砕精米� 計� 国別比率
アメリカ� 144� 313,226� 12,705� 326,075� （49.8）
タイ� -� 220,533� 20,528� 241,061� （36.8）
中　　国� 9,321� 76,668� 1,240� 87,229� （13.3）
パキスタン� -� 499� -� 499� （0.1）
インド� -� 216� -� 216� （0.0）
イタリア� -� 68� -� 68� （0.0）
計� 9,466� 611,210� 34,473� 655,149� （100.0）
形態別比率� （1.4）� （93.3）� （5.3）� （100.0）

（注）�形態とは玄米・精米・砕精米の輸入形態のことである。
ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

⑵　小　　　　麦
（単位：t、％）

　産　地� 食糧用� 飼料用� 計� 国別比率
アメリカ� 2,998� 8� 3,005� （60.5）
オーストラリア� 965� 45� 1,010� （20.3）
カナダ� 874� 8� 882� （17.7）
ウクライナ� 0� 38� 38� （0.8）
ロシア� 0� 31� 31� （0.6）
フランス� 3� 0� 3� （0.1）
　　計� 4,840� 129� 4,968� （100.0）
用途別比率� （97.4）� （2.6）� （100.0）

（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

⑶　　大麦・はだか麦
（単位：t、％）

産　　地� 食糧用� 飼料用� 計� 国別比率
アメリカ� 2� 38� 40� （2.7）
カナダ� 50� 211� 261� （17.9）
フランス� 4� -� 4� （0.3）
ウクライナ� -� 159� 159� （10.9）
ロシア� -� 58� 58� （4.0）
ドイツ� 1� 0� 1� （0.1）
オーストラリア� 171� 755� 926� （63.5）
アルゼンチン� -� 8� 8� （0.6）
計� 228� 1,229� 1,458� （100.0）
用途別比率� （15.7）� （84.3）� （100.0）

（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

４　成分検査

成分検査（任意検査）は、理化学分析により米穀の
食味や小麦の加工適性に関連する成分の数値証明を行
うものであり、平成8年4月から米穀及び小麦について
実施している。成分検査の対象項目は、米穀について
は、たんぱく質及びアミロース、小麦については、た
んぱく質及びでん粉となっている。

平成13年４月から農産物検査業務が民営化されたこ
とに伴い、成分検査業務を行う検査機関として登録を
行った民間の検査機関において検査を実施している。

平成21年度の成分検査の実施件数は、国内産米穀に
ついては３件、国内産小麦については976件、外国産
小麦917件となった。

第11節　米麦加工品

１　米加工食品

⑴　米菓（あられ・せんべい）
ア　企業構造

平成20年12月末日現在における米菓製造業の工場
数は595工場であり、ほとんどが中小企業である。

イ　生産状況
21年の米菓の生産数量は21.8万tで前年比1.5％減

である。
ウ　輸出入

21年の米菓輸出数量は、3.4千tで前年比13.6％減、
金額では、30億円で前年比10.2％減となっており、
主要輸出先はアメリカ、台湾、香港である。

一方、輸入数量は10.7千tで前年比2.9％減、金額
では、33億円で前年比5.9％減となっており、主要
輸入先は中国、タイ、台湾である。
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⑵　加工米飯
ア　企業構造

平成20年12月末現在における加工米飯製造業の工
場数は88工場であり、ほとんどが中小企業である。

イ　生産状況
21年における加工米飯の生産量は22.6万tで、前

年比12.8％減となっている。
これを種類別にみると、レトルト米飯２万０千t

（前年比6.5％増）、無菌包装米飯９万８千t（同0.4％
減）、冷凍米飯９万９千t（同24.9％減）、チルド米
飯３千t（同22.2％減）、缶詰米飯１千ｔ（同17.7％増）、
乾燥米飯４千ｔ（同4.3％減）となっている。

２　麦加工食品

⑴　小　　麦　　粉
ア　企業構造

小麦粉製造業の企業数は、平成21年３月末現在で、
98企業（121工場）であり、これらの日産設備能力
は、２万９千tとなっている。このうち大企業（４社）
が生産シェアの73.2％を占めている。中小企業のう
ち32％が日産設備能力50t未満の零細企業である。

イ　生産状況
20年度の小麦粉の生産量は473万tで前年比3.9％

減となった。用途別にみると、パン用粉は40.6％、
めん用粉は33.2％、菓子用粉は11.9％となっており、
これら３用途で生産量全体の85.7％を占めている。

ウ　小麦粉輸出量
21年の小麦粉輸出量は18万５千ｔで前年比0.9％

減、金額は54億円で前年比34.9％減となっており、
主要輸出先は香港、ベトナム、シンガポールであっ
た。

エ　小麦粉調製品輸入量
小麦粉調製品の輸入量は10万２千tで前年比2.3％

増、金額は138億円で前年比13.7％減となっており、
主要輸入先は韓国、中国、シンガポールであった。

⑵　精　　　　麦
ア　企業構造

精麦業の企業数は、平成21年３月末現在で、55企
業（55工場）で、すべて中小企業である。

イ　生産状況
20年度の精麦の生産量は17万４千tで前年比

11.2％減となっている。種類別生産比率は、普通精
麦は90.1％（押麦は8.6％、切断圧べんは0.6％、切断
無圧べんは2.4％、精白麦は86.9％、その他は1.5％）、
ビタミン強化精麦は9.9％となっている。

⑶　麦　　　　茶
ア　企業構造

麦茶製造業の企業数は、平成21年３月現在で、73
企業（80工場）であり、すべて中小企業である。

イ　生産状況
20年度の麦茶の生産量は４万９千tで前年比2.9％

増となっている。
ウ　輸入状況

21年の麦茶輸入量は２千９百tで前年比11.4％減、
金額は５億５千万円で前年比17.9％減となってお
り、主要輸入先は中国であった。

⑷　めん類
（生めん類、乾めん類、即席めん類、マカロニ・ス
パゲッティ類）

ア　企業構造
めん類製造業の工場数は、平成20年12月末現在で、

生めん・乾めん・即席めん類合計で4,249工場、マ
カロニ・スパゲッティ類で11工場となっている。め
ん類製造業は、即席めん類以外は大企業の数が極め
て少なく、おおむね中小企業である。

イ　生産状況
21年のめん類の生産量は126万５千t（小麦粉換算）

で、前年より約１万２千t減で前年比1.0％減となっ
ている。

種類別にみると、生めん類は56万９千tで前年比
2.9％減、乾めん類は19万３千tで前年比4.3％減、即
席めん類は34万６千ｔで前年比6.9％増、マカロニ・
スパゲッティ類は15万６千tで前年比5.5％減であ
る。

ウ　輸出入
21年のめん類の輸出量は１万９千tで前年比

11.3％減、金額は62億円で前年比10.0％減となっ
ている。これを種類別にみると、乾めん類は
１万１千９百ｔで金額31億円、即席めん類は
６千２百tで金額29億円、マカロニ・スパゲッティ
類は８百tで金額１億５千万円である。

一方、輸入量は12万４千tで前年比7.3％減、金額
は186億円で前年比25.1％減となっている。これを
種類別にみると、乾めん類は７百tで前年比22.0％
減、即席めん類は６千９百ｔで前年比21.4％増、マ
カロニ・スパゲッティ類は11万６千４百tで前年比
8.5％減である。

⑸　パ　　ン　　類
ア　企業構造

パン製造業の工場数は、平成20年12月末現在で、
4,748工場となっている。
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イ　生産状況
21年のパン類の生産量は117万９千t（小麦粉換算）

で前年比0.2％減となっている。
これを種類別にみると、食パンは57万３千tで前

年比0.9％減、菓子パンは35万７千tで前年比0.1％減、
その他パンは21万９千tで前年比2.9％増、学給パン
は２万９千tで前年比9.0％減である。

ウ　輸入状況
21年のパン類の輸入量は５千６百tで前年比1.0％

増、金額は17億円で前年比11.9％減となっており、
主要輸入先はデンマーク、フランス、米国等であっ
た。

⑹　ビスケット類
ア　企業構造

ビスケット類の製造を行っている菓子製造業の工
場数は、平成20年12月末現在で、107工場となって
いる。

イ　生産状況
21年のビスケット類の生産量は24万３千製品tで

前年比1.0％増となっている。
ウ　輸出入

21年のビスケット類の輸出量は９百tで前年比
25.0％減、金額は10億円で前年比21.2％減となって
おり、主要輸出先は香港、韓国、シンガポール等で
あった。

一方、輸入量は１万４千ｔで前年比5.9％減、金
額は59億円で前年比1.4％減となっており、主要輸
入先はマレーシア、中国、ベトナム等であった。
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第１節　食の安全の確保

１　食品安全に係るリスク管理の推進

⑴　食品安全に係るリスク管理の枠組
平成15年７月、リスク分析の考え方を導入するなど

食品の安全性の確保に関する基本理念等を定めた食品
安全基本法が施行され、科学的知見に基づき、中立的
なリスク評価を行う組織として内閣府に食品安全委員
会が設置された。農林水産省においても、リスク管理
等食品の安全に係る政策を強化するため、消費・安全
局が設置された。

食品安全に係るリスク管理は①リスク管理の初期作
業（食品安全における問題点の特定、危害要因の優先
度の分類、リスク評価の依頼等）、②リスク管理措置
の検討・実施（リスク評価の結果をもとに、リスク低
減のための措置について技術的な実行可能性、費用対
効果等を検討し、適切な措置を実施）、③措置の検証・
見直し（リスク管理措置の有効性の検証・措置の再検
討）からなる。

これらの各段階の透明性を確保し、一貫性を持って
科学に基づいたリスク管理を行うため、リスク管理に
当たって必要となる標準的な作業手順を明らかにした

「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に
関するリスク管理の標準手順書（以下、「手順書」と
いう。）」にのっとってリスク管理を実施している。な
お、この手順書は農林水産省が作成し、厚生労働省と
協議して両省で適用できるものとした上で、平成17年
8月25日付けで公表したものである。
ア　リスク管理の検討

標準手順書に従って、各種有害化学物質・有害微
生物に関する情報を収集し、必要に応じて関係部局
と情報共有するとともに、リスクプロファイルシー
トを更新した。

さらに、農林水産省が優先的にリスク管理を行う
べき有害化学物質のリストの見直しに向け検討作業
を進めた。

イ　「食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微

生物のサーベイランス・モニタリング年次計画」の
作成

サーベイランス（問題の程度や実態を知るための
調査）、モニタリング（矯正的措置をとる必要があ
るかどうかを決定するための調査）の中期計画（有
害化学物質：平成18年４月20日公表、有害微生物：
平成19年４月25日公表）に基づき、平成21年度の年
次計画を作成し、平成21年４月７日付けで公表した。

⑵　食品中の汚染物質対策の推進
平成21年度は、コーデックスの各部会における国際

規格検討への対応、国内でのリスク低減の取組として、
サーベイランス・モニタリング年次計画に基づき、ハ
ザード（危害要因）ごとに対象品目（農畜水産物、加
工食品、飼料）中の含有実態調査等を実施した。主な
ものは以下のとおりである。
ア　農産物
鉉　カドミウム

農産物に含まれるカドミウム濃度を低減するた
め、汚染農地の客土対策や水稲のカドミウム吸収
抑制対策を推進するとともに、新たな汚染農地浄
化技術や米以外の品目に係るカドミウム低減技術
の研究開発等を実施した。

なお、食品安全委員会が平成20年7月に食品か
らのカドミウム摂取について、耐容週間摂取量を
７mg/kg体重/週と評価したことを受け、薬事・
食品衛生審議会において食品衛生法の基準値（コ
メ）の見直しが審議・答申された。
鉤　かび毒

平成20年12月に策定・公表された「麦類のデオ
キシニバレノール・ニバレノール汚染低減のため
の指針」に基づく、赤かび病の適期防除、赤かび
病被害粒の選別除去等による一層の汚染低減の取
組を推進した。

また、コーデックス汚染物質部会（CCCF）に
おけるアフラトキシン等の国際的な基準値や実施
規範の検討に参画した。

イ　畜水産物
環境中に存在し、食物連鎖等を通じて家畜や魚介

類に蓄積される有害な化学物質や微生物について、
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以下の取組を実施した。
鉉　水銀

CCCFにおける魚類中のメチル水銀の国際的な
ガイドライン値検討に参画するため、水産物を対
象とした実態調査を行った。

また、魚食によるメチル水銀のリスクと交絡因
子の解析に関する研究を実施した。
鉤　ダイオキシン類

平成20年度に畜産物及び水産物を対象とした含
有実態調査を行った結果を平成21年12月に公表し
た。
鉈　ヒ素

水産物の水溶性及び脂溶性ヒ素の毒性解明とリ
スク低減技術の開発に関する研究を実施した。
銕　貝毒

近年の海洋環境の変化等により我が国での発生
が懸念される新規貝毒に対応するため、「貝毒安
全対策事業」において、新規貝毒の高感度分析法
の開発及び汚染実態調査を行った。
鈿　有害微生物

食鳥処理場においてカンピロバクター陽性鶏群
から陰性鶏群に汚染が拡大されているのか確認す
るため、ブロイラー農場と食鳥処理場で実態調査
を実施した。

ウ　加工食品
加工食品に含まれるアクリルアミド、３-MCPD

脂肪酸エステルの含有実態に関する予備的な調査を
実施した。

また、アミノ酸液及びアミノ酸液を含むしょうゆ
中のクロロプロパノール類（３-MCPD）について、
製造工程の改善等による低減対策の効果を検証する
ための調査を実施した。

CCCFにおいて、アクリルアミド、多環芳香族炭
化水素（PAH）の汚染低減のための実施規範の策
定にあたり、技術情報を提供するなどの貢献をした。
⑶　リスク管理に直結する調査研究の実施

行政ニーズや社会ニーズに即して食品安全、動物衛
生及び植物防疫に係る施策の充実・強化を図るために
は科学的・客観的な知見を的確にリスク管理に反映さ
せる仕組が不可欠であることから、「新たな農林水産
政策を推進する実用技術開発事業」において「食品の
安全確保及び家畜の防疫対策の推進」の研究領域の研
究を実施した。

また、農畜水産物のリスクを低減するための科学的・
技術的基盤を構築するため、「委託プロジェクト研究」
においてカドミウム、かび毒、病原微生物等について

「生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の
特性解明とリスク低減技術の開発」を実施した。

２　農畜水産物の安全確保

生産資材の適切な管理・使用の推進
ア　肥料
鉉　普通肥料の公定規格等

平成21年度末現在、普通肥料の公定規格は156
種類設定されている。なお、平成21年度において
は、普通肥料の公定規格等の改正は行わなかった。
鉤　肥料の登録

平成21年における肥料取締法（昭和25年法律
第127号）第７条に基づく農林水産大臣登録数は
1,508件、有効期間更新数は4,924件、平成21年末
における有効登録数は20,716件であった。
鉈　指定配合肥料の届出

肥料取締法第16条の２に基づく平成21年にお
ける農林水産大臣への指定配合肥料の届出数は
4,913件、平成21年末における有効届出数は59,291
件であった。
銕　肥料の検査

肥料取締法第30条に基づく平成21年における国
の立入検査成績は、分析検査標品790点中、正常
でないものは59点であった。
鈿　調査試験等

独立行政法人農林水産消費安全技術センターに
おいて、公定規格の設定等に関する調査、重金属
分析法の改良及び信頼性の確保についての検討等
を行った。
鉋　硝酸塩のリスク管理の推進（食の安全・安心確

保交付金）
国産農産物のより一層の安全確保に向けた生産

を促すため、地域に適応した硝酸塩のリスク管理
措置の普及体制や低減化技術を確立することと
し、都道府県段階における推進計画の策定や生産
現場における硝酸塩の低減技術の有効性の評価を
行った。
鉐　汚泥肥料中の有害物質のサンプリング手法の開

発（食の安全・消費者の信頼確保対策事業）
汚泥肥料の生産現場において、事業者が有害物

質（カドミウム）を自主的に管理することを可能
にするために、汚泥の種類等に応じた簡易サンプ
リング手法を開発した。

イ　農薬
鉉　農薬の登録状況

21農薬年度（平成20年10月〜平成21年９月）に
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おいて新たに登録された農薬は217件で、９月末
における有効登録件数は4,361件となり、前年同
期に比較して20件の増加となった。21農薬年度に
登録された新規化合物は12種類であった。
鉤　農薬取締り状況

平成21年度においては、農薬の製造業者及び農
薬販売業者等に対し75件の立入検査等を行い、製
造・販売を取り締まるとともに、農薬の適切な品
質の管理や取扱いの徹底を図った。

また、23件の集取農薬の検査を行い、農薬の製
造、品質等に関し技術的指導を行った。
鉈　農薬の安全及び適正使用対策

農薬の安全を確保するため、農薬の登録にあ
たっては、環境省、厚生労働省、食品安全委員会
と連携を図りつつ、独立行政法人農林水産消費安
全技術センターにおいて、農薬メーカーから提出
された試験成績について厳正な検査・評価を実施
した。

農薬登録制度に関する懇談会において、家畜移
行試験ガイドラインの導入・自給飼料作物の農薬
登録に係る検査基準の見直しについて、議論を行
い、合意を得た。

農薬による危害を防止するため、農林水産省、
厚生労働省及び都道府県の共催による農薬危害防
止運動を全国的に展開し、農薬の安全使用や適正
な保管管理の徹底についての啓発活動に努めると
ともに、農薬の使用に伴う事故の発生状況の把握
等を実施した。

さらに、学校、公園等の公共施設内の植物、街
路樹や家庭菜園等の住宅地周辺で農薬を使用する
ときに、農薬を原因とする住民の健康被害が生じ
ないよう、周辺住民への事前周知、飛散低減対策
等について、研修会等を通じてその周知を図った。
銕　農薬の生産出荷

21農薬年度の農薬の生産額は、3,825億円（前
年比0.1%増）出荷額は3,651億円（同0.3%増）となっ
ており、生産額、出荷額は微増した。
鈿　農薬の輸出入

21農薬年度の農薬の輸出額は、1,046億円（前
年比11.1%減）であった。全輸出額に占める仕向
先別の割合については、米国が18.3％を占めて最
も多く、次いで大韓民国12.2％、ブラジル11.5％
となった。

一方、輸入額は856億円（前年比0.8%増）であっ
た。全輸入額に占める輸入先別の輸入額の割合
については、シンガポール19.0％、ドイツ19.0％、

中国14.3%となった。
ウ　飼料及び飼料添加物

飼料及び飼料添加物（以下「飼料等」という。）
については、公共の安全の確保と畜産物等の生産の
安定に寄与することを目的として、「飼料の安全性
の確保及び品質の改善に関する法律」（昭和28年法
律第35号。以下「飼料安全法」という。）に基づき、
農林水産大臣は、安全性の確保の観点から飼料等の
製造等に関する基準・規格の設定を行うとともに、
品質の改善の観点から飼料の公定規格の設定等を
行っている。

また、愛がん動物用飼料については、愛がん動物
の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的
として、平成21年６月１日に施行された「愛がん動
物用飼料の安全性の確保に関する法律」（平成20年
法律第83号）に基づき、農林水産大臣は、安全性確
保の観点から愛がん動物用飼料の製造等に関する基
準・規格の設定を行っている。平成22年12月からは、
愛がん動物用飼料に表示の基準が適用され、完全施
行されることとなっている。
鉉　飼料等の安全性の確保

飼料安全法に基づき、農林水産大臣は有害畜産
物が生産され又は家畜等に被害が生ずることによ
り畜産物の生産が阻害されることを防止するた
め、農業資材審議会の意見を聴き、飼料等の基準・
規格を「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令」（昭和51年農林省令第35号）（以下「成分
規格等省令」という。）により設定している。

当該省令に成分規格等が定められている特定飼
料等（抗生物質）の検定を独立行政法人農林水産
消費安全技術センター（以下「FAMIC」という。）
で行った（21年度検定215件合格）。

また、飼料自給率の向上を通じた食料自給率の
向上等を図るため、稲わらの利用拡大並びに稲発
酵粗飼料の生産及び利用の拡大の取組が進められ
ているが、これらの飼料を給与した家畜や畜産物
の安全を確保するため、「飼料の有害物質の指導
基準の制定について」を改正し、新たに31農薬に
ついて稲わら及び稲発酵粗飼料の残留農薬の指導
基準を設定した。さらに、輸入飼料の安全を確保
し、国産畜産物の一層の安全性向上を図るため、
国外で新たに使用が認められた農薬について、国
外の科学的データに基づく残留基準の設定及び改
正の要請に対するインポートトレランス制度を開
始した。
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鉤　飼料の品質の改善
飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るた

め、農林水産大臣は農業資材審議会の意見を聴い
て飼料の公定規格を定めることができるとされて
いる。

飼料の公定規格による21年度の検定は１県及び
１登録検定機関において、魚粉10銘柄に関して実
施された。
鉈　飼料等の立入検査

飼料安全法に基づき、安全性の確保及び品質の
改善を図る見地から、FAMIC及び都道府県の飼
料検査機関が飼料等の立入検査を実施した。21年
度における立入検査の状況は、表１のとおりであ
る。

表１　21年度飼料等立入検査状況
	 国	 県	 合計
立入検査回数	 644	 1,861	 2,505
収去件数	 936	 1,064	 2,000
飼料	 929	 1,063	 1,992
飼料添加物	 7	 1	 8

収去品の試験結果	 国	 県	 合計
正常件数	 931	 1,053	 1,984
飼料	 924	 1,052	 1,976
飼料添加物	 7	 1	 8
違反件数	 5	 11	 16
飼料	 5	 11	 16
飼料添加物	 0	 0	 0

エ　動物用医薬品
鉉　動物用医薬品等製造販売（製造）業許可及び承

認状況（平成21年度）
ａ　旧法による許可（平成17年３月31日以前受付

の中の）第2条の規定による改正前の薬事法（昭
和35年法律第145号。以下「旧法」という。）第
12条第１項の規定に基づく製造業の許可件数は
０件であった。

また、改正法第２条の規定による改正後の薬
事法（以下「新法」という。）第12条第１項の
規定に基づく製造販売業の許可件数は21件、新
法第13条第１項の規定に基づく製造業の許可件
数は58件、新法第13条の３第１項の規定に基づ
く外国製造業者の認定件数は100件、新法第40
条の２第１項の規定に基づく修理業の許可件数
は66件であった。

ｂ　薬事法第14条第１項の規定に基づき製造販売

承認された品目数は、医薬品197品目、医薬部
外品44品目及び医療機器35品目であった。

鉤　動物用医薬品の再評価
薬事法第14条の６（同法第23条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づき、承認、許可を
受け市販されている動物用医薬品を有効性、安全
性等の観点から最新の学問水準に照らして見直す
再評価制度を実施している。

この見直し手続は、承認されている動物用医薬
品の全成分について、通常10年ごとのスクリーニ
ング作業を行い、問題となる情報が得られた成分
を再評価を受けるべき医薬品として指定し、再評
価を行うこととしている。平成21年度に見直しの
対象となる52成分について、平成21年３月に関係
者に通知し、スクリーニング作業を実施した。
鉈　動物用医薬品の使用の規制

動物用医薬品のうち、適正に使用されなければ
畜産物等に残留し、人の健康を損うおそれのある
医薬品については、動物用医薬品の使用の規制に
関する省令（昭和55年農林水産省令第42号）によ
り適正な使用を確保しているところである。

平成18年５月29日から導入されたポジティブリ
スト制度に対応し、動物用医薬品の使用基準の設
定及び変更を行った。導入時に新たに設定された
残留基準は、導入後５年間で見直しされることと
なっており、平成21年度は４成分見直しが行われ
た。それに伴い、使用基準の改正について検討し
た結果、改正は必要でなかった。
銕　国家検定等の検査

表２　薬事法第43条第１項の規定に基づき、動物医薬品
検査所が実施した平成21年度の国家検定状況
生物学的製剤（受付件数691件）
	 合格	 686件
	 不合格	 ４件
	 中止件数	 １件

表３　薬事法第69条第３項の規定に基づき、動物医薬品検
査所が実施した平成21年度の製造業者等への立入検査に
よる収去品の検査

	 収去件数	 不合格件数	 改善指導件数
一般薬	 32件	 0件	 5件
抗生物質製剤	 6件	 0件	 1件
生物学的製剤	 5件	 0件	 2件

（体外診断薬）
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表４　動物医薬品検査所依頼試験検査規定に基づき平成20
年度に動物医薬品検査所が実施した検査

動物用抗生物質製剤検査命令実施要領に基づく依頼検
査

　受付件数	 2件
　不合格件数	 0件

動物用血液型判定用抗体検査命令実施要領に基づく依
頼検査

　受付件数	 5件
　不合格件数	 0件
　中止件数	 0件

鈿　薬事監視事務打ち合わせ会議
薬事監視事務打ち合わせ会議は、動物用医薬品

等に関する薬事監視の円滑化を図るため都道府県
の薬事監視員を対象に実施している。平成20年度
は平成21年10月19日に開催し、薬事法等の法令遵
守及び畜水産物の安全確保の徹底等、動物薬事関
連事項の説明、薬事監視指導上の諸事項について
の協議検討等を行った。

３　家畜防疫対策

⑴　高病原性鳥インフルエンザへの対応
ア　愛知県で確認された高病原性鳥インフルエンザ発

生への対応
鉉　防疫措置の実施

平成20年４月及び５月の野生のオオハクチョウ
からの高病原性鳥インフルエンザウイルス（H ５
N １亜型）の確認を受けて、強化されたモニタリ
ングにより、平成21年２月27日、愛知県のうずら
農場において、H ７N ６亜型（弱毒タイプ）のウ
イルスが分離され、高病原性鳥インフルエンザの
発生が確認された。その後の検査で合計７例（３
例のウイルス分離農場及び４例の抗H ７HA抗体
陽性農場）の発生を確認し、直ちに発生農場での
殺処分及び移動制限措置を講じるとともに、速や
かな周辺農場の検査等を実施した。
鉤　清浄性確認及び清浄国への復帰

周辺農場等の検査の結果、発生農場以外は清浄
であることが確認され、続発もなかったことから、
同年５月11日にすべての移動制限を解除した。ま
た、移動制限解除後に実施した周辺農場等の清浄
性の確認検査により、陽性が確認されなかったこ
と及び防疫措置終了後、3 ヶ月間国内での続発が
なかったことから、７月19日、国際獣疫事務局の
規定に基づき、我が国は清浄国へ復帰した。

鉈　感染経路等の調査
疫学調査チームを設置し、感染経路に関する情

報の収集や分析を行うため、発生農場の現地調査、
原因ウイルスの性状解析（遺伝子解析、感染試験
等）を実施し、報告及び取りまとめを行った。
銕　経営支援措置等

家畜伝染病予防費による手当金、食の安全・消
費者の信頼確保対策推進交付金（現：消費・安全
対策交付金）、希少育種資源増殖回復特別対策事
業等により経営支援対策を実施した。

イ　家畜防疫互助基金
発生時の経済的損失を補償するために造成されて

いる家畜防疫互助基金について、平成21年度から家
畜防疫互助基金の対象家きんにうずらを追加した。

⑵　新型インフルエンザ
ア　豚におけるサーベイランスの実施

平成21年メキシコ等において新型インフルエンザ
が発生したことから、同年５月より全国的に農場で
飼養されている豚における豚インフルエンザウイル
スの保有状況調査を全額国費で実施することとし
た。さらに、飼養農場の飼養管理者等に対する聞き
取り調査や公衆衛生部局との連絡、新型インフルエ
ンザウイルスH １N １亜型が豚から分離された場合
の移動自粛等の対応について定めた。

これまでのサーベイランス結果は、平成22年１月
時点で合計183頭の豚を対象に実施され、うち陽性
豚は４頭であった。

イ　大阪府における新型インフルエンザの確認
平成21年10月16日、大阪府が実施した豚インフル

エンザ検査においてA型インフルエンザウイルスが
検出され、その後の検査で国内で流行していた新型
インフルエンザウイルスと同一であることが確認さ
れたことから、大阪府は当該農場に対して飼育豚の
移動を自粛するよう要請した。22日に家畜防疫員が
当該農場のすべての豚を対象に清浄性確認検査を実
施し、全検体において陰性を確認したことから、翌
23日に大阪府は当該農場に対する移動制限を解除し
た。

ウ　山形県における新型インフルエンザの確認
平成22年１月12日、山形県の農場で、食欲不振

の繁殖豚及び発熱、発咳を示す子豚が散見され、
同農場の管理者にもインフルエンザの感染が確認
されていたことから、管轄家畜保健衛生所が検査
を行った。10検体中５検体陽性となったことから、
山形県は当該農場の全飼育豚の移動自粛を要請し
た。その後の検査で、本ウイルスは、新型インフ



第５章　消 費 ・ 安 全 局－108－

ルエンザウイルスであるとと判定されたため、「養
豚農場に対する飼養衛生管理の指導及び注意喚起
について」の徹底を各都道府県に対して要請した。

31日に清浄性確認のための検査がすべて終了し
たことから、２月１日には山形県から当該農場の
清浄性を確認し、飼育豚の移動自粛要請を解除し
た旨公表した。

エ　輸入検査の対応
家畜を輸入する場合は、国内への家畜伝染病の侵

入を防止するため、家畜伝染病予防法に基づいて、
輸入時に検疫を受ける必要があるが、生きている豚
の場合、原則15日間、動物検疫所にけい留した上で、
臨床検査や豚コレラ等の検査を行うこととなる。

豚にかかるインフルエンザは、軽微な病気であり
これまで検査対象とはしてこなかったが、メキシコ
や米国で新型インフルエンザの発生が確認されたた
め、平成21年4月24日から、輸入される生きた豚に
ついて、熱や咳などの症状がある場合、ウイルス分
離などの精密検査を行うことした。更に、4月30日、
WHOにおいてフェーズ5になったことを受け、症状
の有無に関わらず、全頭について精密検査をするこ
ととした。

21年4月から12月までにアイルランド、英国、デ
ンマーク、スウェーデン、カナダ及び米国から、
230頭輸入されたが、新型インフルエンザは確認さ
れていない。

オ　国際的な取組
OIEは、このインフルエンザに対する一部の国の

不安、過剰反応にただちに対応し、豚やそれに由来
する製品の国際貿易に対して特別な措置を導入する
必要はないこと及び豚製品の消費に感染リスクがあ
ると考える必要もないとする声明を出した。つづい
て、４月30日には、この病気に関連して豚を殺処分
することは不適切であるとの声明を出し、５月５日
には、OIEほかWTO（世界貿易機関）、WHO及び
FAOは、適切に処理された豚肉は感染源とはなら
ないとの共同声明を出したところである。OIEは、
７月13日に重ねて出した声明の中で豚肉・豚肉加工
品を食べることにより、新型インフルエンザにかか
る可能性はないこと等を強調している。

このように新型インフルエンザは、豚肉や豚の加
工品を介して人に感染するものではないが、この疾
病の病態は依然として不明な部分も多い。このため
OIEは、豚を対象とするサーベイランスを強化する
ことと、農場における人から豚への感染防御措置の
徹底を呼びかけている。

⑶　口　蹄　疫
ア　アジア地域における発生状況

平成21年度、アジア地域では、口蹄疫の７つの血
清型のうちA、O及びAsia １の３タイプの発生が報
告されている。O型は、依然アジア地域全域に見ら
れているが、一方、A型は、これまでの発生の中心
がインド以西であったものが、北東に拡大し、中国
に侵入して、平成22年１月７日には韓国まで発生が
確認された。Asia1型は、引き続き中央アジアを中
心に発生が見られている。口蹄疫の発生に伴い、台
湾が平成21年２月18日、韓国が平成22年１月７日か
ら、口蹄疫清浄国のOIE公式認定ステータスを失っ
た。このように、口蹄疫は依然アジアに広く蔓延し
ており、日本にとっても深刻な脅威となっている。

イ　韓国における防疫対策
鉉　韓国における防疫措置

韓国において平成22年１月７日の第１例目の発
生以降６例の発生が確認されているが、これに対
し、韓国家畜衛生当局は、以下防疫対策を実施し
た。
①　発生農場の家畜及び発生農場から半径500ｍ

以内のすべての偶蹄類の動物のとう汰
②　発生施設・農場の消毒。
③　発生農場の疫学関連農場の調査。発生日前４

日間に発生農場から牛を購入した農場（全頭殺
処分）、発生日前７日から21日の間に発生農場
から牛を購入した農場（移動制限後、臨床検査
と精密検査を実施）などを中心に調査を実施。

④　３区域に分けた移動制限の実施。
なお、韓国では口蹄疫ワクチンの接種は禁止

されている。
鉤　我が国の輸入の停止措置等

我が国は、直ちに韓国から日本向けに輸入され
る偶蹄類の畜産物等関連製品への輸入検疫証明書
の発行を停止した。その後、家畜伝染病予防法施
行規則を改正し、韓国を輸入禁止地域に追加する
とともに、「韓国から日本向けに輸出される豚の
肉及び臓器並びにそれらを原料とするソーセー
ジ、ハム及びベーコンの家畜衛生条件」、「韓国か
ら日本向けに輸出される加熱処理豚肉等の家畜衛
生条件」等を廃止した。

なお、２月には、口蹄疫の発生を前提とした「韓
国から日本向けに輸出される加熱処理豚肉等の家
畜衛生条件」を改めて締結したところである。

ウ　国内における防疫対応
韓国での本病の発生を受け、平成22年１月７日に



第５章　消 費 ・ 安 全 局 －109－

消
費
・
安
全
局

我が国への本病侵入防止のため、動物検疫所に対し
て、改めて靴底消毒等防疫対応を徹底するよう指示
するとともに、韓国の畜産農家への訪問自粛、飼養
家畜の臨床症状等の的確な観察、飼養衛生管理の徹
底等について、各都道府県、関係団体に対して、畜
産農家をはじめ関係機関・関係団体に周知するよう
通知した。

また、韓国政府やOIEから公表された本件に係る
情報については随時各都道府県、関係団体等に提供
を行った。これらを受け、いくつかの県においては、
関係者を集めて対策会議を開催し、本病の防疫対応
について改めて関係者の意識の共有を図るなどの対
応も取られている。

⑷　BSE対策の推進
ア　我が国におけるBSEの発生への対応

平成13年９月に我が国で初めてBSE感染牛が確認
されて以降、20年度末までに36例のBSEの発生が報
告された。BSE対策として、と畜場でのBSE全頭検
査及び特定部位（SRM）の除去に加え、24か月齢
以上の死亡牛を対象とした農場サーベイランスや牛
の肉骨粉等に係る飼料規制のほか、「牛の個体識別
のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」
に基づく牛トレーサビリティ制度、BSE発生時の対
応を迅速かつ適切に実施するための「牛海綿状脳症
に関する特定家畜伝染病防疫指針」の策定等各般の
対策が実施されている。
鉉　21年度は、農場サーベイランスを含め、国内で

新たなBSE感染牛は確認されなかった。
鉤　牛海綿状脳症対策特別措置法（平成14年法律第

70号）に基づく、24か月齢以上の死亡牛を対象に
した農場サーベイランスでは、21年度は96,241頭

（一部24か月齢未満の牛も含む。）の検査を行い、
陽性牛は確認されなかった。農場サーベイランス
の適正な実施及び死亡牛処理を推進するため生産
者が負担する死亡牛のBSE検査費や輸送及び処理
費用の助成措置を引き続き講じた。
鉈　我が国のBSE対策に対する国際的な評価を受

け、国産牛肉の輸出促進に資するため、平成20年
12月に国際獣疫事務局（OIE）に対して、BSEリ
スクステータス認定の申請を行い、平成21年５月
のOIE総会において、「管理されたBSEリスクの
国」に認定された。

イ　米国におけるBSEの発生への対応
鉉　平成15年12月に米国でBSE感染牛が確認された

のに伴い米国産牛肉等の輸入を停止した。
鉤　食品安全委員会によるBSEリスク評価結果を踏

まえ、平成17年12月に米国、カナダからの牛肉の
輸入を再開した。しかし、平成18年１月、特定危
険部位であるせき柱が混入した子牛肉が発見さ
れ、直ちに輸入手続を停止した。
鉈　平成18年６月24日〜７月23日、米国内の対日輸

出認定施設に対して現地調査を実施し、７月27
日、輸入手続再開を決定した。なお、再開後、対
日輸出プログラムの遵守状況を検証する期間を設
けた。この期間中に現地調査や水際での検査の状
況から米国プログラム遵守に関してシステムとし
ての問題はないと確認したことから、平成19年６
月13日に検証期間を終了した。
銕　平成21年11月11日〜 22日、米国対日輸出認定

施設９施設に対する定期査察を実施した。
⑸　家畜防疫

ア　家畜伝染病予防事業の実施
家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）の規

定に基づき、家畜の伝染性疾病の発生予防のための
各種検査、注射、消毒、薬浴及び家畜伝染病の発生
時のまん延防止措置を実施した。
鉉　牛関係監視伝染病

BSEについては、平成13年９月に我が国初の
BSEが確認されて以来、平成21年度末までに合計
36頭の発生があり、同居牛等について疑似患畜の
特定等の防疫措置を実施した。

ヨーネ病については、平成10年度以降、法に基
づく定期検査を実施しており、平成21年は32都道
府県で314戸489頭、平成22年１月から３月にかけ
て49戸83頭の発生、摘発があった。本病について
は、引き続き、平成18年11月に策定されたヨーネ
病防疫対策要領に基づき、導入牛の証明書確認に
よる侵入防止、定期検査による患畜の摘発と殺処
分、消毒の徹底、迅速診断法を活用した患畜同居
牛の自主とう汰等の全国的に統一した防疫対策が
進められている。

ブルセラ病及び結核病については、ここ数年散
発的な発生となっており、ブルセラ病は、平成21
年６月に１戸１頭の発生があった。結核病は同年
１月及び２月に牛で各々１戸１頭、10月に鹿で１
戸４頭の発生があった。
鉤　豚関係監視伝染病

オーエスキー病は、平成21年３月、４月、９月
に計５戸35頭の発生があった。オーエスキー病の
発生戸数及び頭数は大きく減少し、平成３年に

「オーエスキー病防疫対策要領」が策定されて以
降、浸潤県数に大きな変化はなく、拡大は阻止さ
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れているものの、浸潤地域の清浄化は一部地域に
限定されていた。本病の対策については、平成20
年６月に防疫対策要領を大きく改正し、防疫対策
を強化し、現在、清浄化に向けた取組みが進めら
れている。

このほか、平成21年４月に新型インフルエンザ
（H １N １）が発生したことを受け、豚のインフ
ルエンザモニタリングを強化した。同年10月、平
成22年１月にそれぞれ大阪、山形において、豚へ
の新型インフルエンザウイルス（パンデミックH
１N １）の感染が確認された。
鉈　鶏関係監視伝染病

高病原性鳥インフルエンザについて、平成21
年10月以降、都道府県の家畜保健衛生所により、
100羽以上を飼養するすべての家きん農場（だちょ
うは10羽以上）に対する飼養衛生管理基準の遵守
状況の確認が行われ、衛生的な飼養管理の徹底を
図った。

ニューカッスル病について、21年度には発生は
確認されなかった。本病の原因ウイルスは、広く
野外に存在しているが、適切なワクチン接種によ
り予防が可能であることから、愛玩鶏を含め、ワ
クチン接種を徹底することとした。
銕　馬関係監視伝染病

平成19年８月に我が国で36年ぶりに確認された
馬インフルエンザは、平成20年７月２日以降発生
は確認されず、平成21年７月に清浄国に復帰した。

馬パラチフスは、平成10年から平成11年に重種
馬での集団発生があり、その後発生は認められ
ていなかったが、平成15年は１戸１頭、平成16年
は２戸９頭、平成17年は７戸11頭、平成18年は１
戸２頭、平成19年は１戸２頭、平成20年は３戸10
頭、平成21年は２戸２頭の発生が確認された。平
成22年は１月から３月にかけての発生は確認され
なかった。

その他、馬伝染性貧血は、平成５年に農用馬２
頭が抗体陽性で摘発されて以降発生はなく、馬伝
染性子宮炎は、平成17年に１戸１頭の発生が確認
された以降、発生は認められていない。
鈿　めん山羊監視伝染病

スクレイピー（伝達性海綿状脳症）については、
平成17年には１戸１頭の発生が認められたが、そ
れ以降発生は認められていない。なお、本病は、
昭和59年に輸入めん羊由来群で発生が確認されて
以来、計33戸63頭の散発的な発生となっている。

イ　国内防疫関連事業の実施（家畜生産農場清浄化支
援対策事業）
鉉　家畜生産農場清浄化支援対策事業

ヨーネ病及びオーエスキー病の清浄化のための
検査・自主とう汰、ワクチン接種の推進を行った。
オーエスキー病の清浄化を推進するため、20年６
月改正の本病防疫対策要領に基づき、地域全体で
ワクチン接種の取組が行われている地域における
ワクチン接種対象飼養豚の全頭ワクチン接種、清
浄度確認検査、自主とう汰等の取組を支援した。

また、ヨーネ病の清浄化を推進するため、18年
11月に策定された「ヨーネ病防疫対策要領」を踏
まえ、生産者自らが行う検査及びとう汰の取組を
支援した。

さらに、疾病の発生とまん延を防ぐため、牛流
行熱、豚伝染性下痢症等に対する組織的なワクチ
ン接種を推進した。
鉤　馬飼養衛生管理特別対策事業、育成馬予防接種

推進事業及び繁殖牝馬予防接種推進事業馬の飼養
衛生管理体制の総合的な整備を図るため、馬感染
症研究会・馬飼養衛生管理技術講習会、馬の飼養
衛生管理に関するテキストの作成・配布、地域馬
獣医療の実態調査等を実施した。また、予防接種
推進事業では、馬の生産育成地において、破傷風、
日本脳炎、馬インフルエンザ及び馬鼻肺炎のワク
チン接種を実施した。

⑹　保健衛生
21年度末における家畜保健衛生所数は全国172か所

で、職員数は獣医師職員2,091名、事務系・その他職
員332名となっている。
ア　家畜保健衛生所の施設整備

家畜の飼養形態の多頭化、集団化等の中で、家畜
伝染病に対する危機管理の観点から疾病の監視を強
化する事前対応型の防疫体制の構築が必要となって
いる。このため、迅速な検査及び高度な疫学診断等
を可能にする施設機器を地域の家畜衛生事情に即し
て家畜保健衛生所に整備し、地域の防疫・監視体制
の強化を図った。
鉉　迅速診断対応機器

検査用の材料を迅速かつ多量に処理することを
可能とし、検査の効率化、検査時間の短縮等を図
るため、酵素抗体測定装置、高速液体クロマトグ
ラフィー等が設置された。
鉤　高度診断対応機器

多様化、高度化する検査・診断を迅速かつ的確
に行うとともに、疫学的な診断を可能とするため、
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リアルタイムPCR検査機器、炭酸ガス孵卵器等が
設置された。
鉈　バイオセキュリティ関連機器

病原体の野外への汚染防止を図るため、安全
キャビネット、高圧蒸気滅菌器等が設置された。

イ　家畜衛生に関する各種指導等
家畜衛生に関する各種指導を畜産農家等に対して

行うことにより、畜産の進展に伴った家畜衛生技術
の浸透及び定着を図った。また、地域の実情に則し
た家畜衛生対策の実施に資するため、家畜保健衛生
所が中心となって以下の取組を行った。
鉉　BSE検査・清浄化の推進

BSEの浸潤状況をより正確に把握し、BSEの防
疫対策を検証するため、家畜保健衛生所が実施す
る死亡牛BSE検査について、検査資材や廃棄物処
理等への支援を行い、検査を確実かつ円滑に推進
した。
鉤　監視・危機管理体制の整備

家畜衛生に係る情報の提供を円滑に推進するた
め、病性鑑定成績・巡回指導等による家畜衛生情
報の収集・分析を行った。

また、診断予防技術の向上を目的として、伝染
性疾病の新たな診断方法、予防技術を確立するた
めの調査・検討を行った。

この他、まん延防止措置の円滑化を図るため、
調整会議の開催及びブロック内の防疫演習を実施
し、地域の実情に応じた防疫体制の確立を図った。
また、「家畜伝染病防疫対応強化」として生産者
が最低限遵守すべき基準である飼養衛生管理基準
の普及・定着の促進や特定家畜伝染病防疫指針に
基づく発生予防及び防疫対策を構築するための会
議を開催した。

さらに、生産現場及び教育現場において、動物
由来の感染症について定期的なモニタリング調査
を行い発生状況等を調査した。具体的には、ワク
チンを用いず、早期発見ととう汰により清浄性を
維持するための豚コレラ撲滅対策、沖縄県にお
けるオウシマダニの侵入防止のための監視体制強
化、各種家畜衛生情報の広報による自衛防疫及び
自主管理の強化等を実施した。
鉈　慢性疾病等の低減

畜産農家における生産性の向上を図るための家
畜の慢性疾病や牛の哺育時期の事故率の低減を目
的として、疾病発生状況等の調査・検査を行った。
銕　生産衛生の確保

生産現場における畜産物の安全性確保のため、

地域一体となったHACCPの考え方をとり入れた
畜産物の生産衛生管理体制の構築、サルモネラ総
合対策指針に基づくサルモネラの清浄化に向けた
農場の調査・検査、医薬品の品質確保、薬剤残留、
薬剤耐性菌等に関する情報収集をそれぞれ行っ
た。
鈿　地域衛生管理体制の整備

安全な畜産物の生産を推進するとともに、全国
的な衛生水準の向上を図るため、地域における行
政、生産者、獣医師等の関係者が一体となった家
畜の伝染性疾病の発生予防、清浄性維持等の取組
を実施した。

ウ　調査研究
鉉　牛護蹄管理技術普及推進事業

（社）日本装蹄師会が実施する育成牛における
護蹄管理手法の調査・研究、削蹄技術者及び獣医
師の連携強化を推進するとともに護蹄管理の検討
会を実施した。
鉤　第50回全国家畜保健衛生業績発表会

第50回全国家畜保健衛生業績発表会は、４月23
日、24日日比谷公会堂において開催され、全国各
ブロック代表48名により家畜保健衛生所の日常業
務に関連した業務の運営、調査、研究等が発表さ
れ、農林水産大臣賞2題、消費・安全局長賞22題
が選出され、賞状が授与された。

⑺　技術普及
ア　家畜衛生講習会及び研修会は、家畜の多頭飼育の

進展等に伴う家畜衛生事情の変化に対応し、家畜衛
生技術の向上を図るために実施している。受講者は
地域の家畜衛生関係技術者に対して伝達講習を行っ
て習得技術を速やかに普及するとともに、種々の事
業等を通じて畜産関係技術者及び畜産農家に対し家
畜衛生に関する知識及び技術の普及浸透を図ってい
る。21年度は、家畜衛生講習会については動物衛生
研究所の本所・支所・海外病研究施設、千葉県農業
共済連で計11回開催され、延べ280名が受講した。
また、家畜衛生研修会については、病性鑑定研修会

を各専門分野別（ウイルス、病理、細菌、生化学）に
実施した。各講習会及び研修会の種類、回数及び受講
人数は表５のとおりである。

表５　21年度家畜衛生講習会及び研修会
	 種　類	 回　数	 受　講　人　数
	 県職員	 その他	 計
	家畜衛生講習会	 11	 242	 20	 262
	 基本講習会	 1	 42	 0	 42
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	 総合講習会	 1	 42	 2	 44
	 特殊講習会	 9	 158	 181	 76
	 鶏疾病	 1	 34	 3	 37
	 豚疾病	 1	 25	 4	 29
	 牛疾病	 1	 38	 6	 44
	 繁殖障害	 1	 7	 0	 7
	 病性鑑定	 4	 31	 3	 34
	 獣医疫学	 1	 23	 2	 25
	家畜衛生研修会	 4	 180	 5	 185
	 病性鑑定	 4	 180	 5	 185
	 計	 15	 422	 25	 447

イ　HACCPの考え方をとり入れた衛生管理（いわゆ
る農場HACCP）の推進

家畜の高度な飼養衛生管理を推進し、我が国の
畜産物の安全性の一層の向上と消費者の信頼確保
を図るため、農場HACCP認証基準を公表し、農場
HACCPを普及するため、本認証基準の解説書や優
良事例集等の作成及び関係者への周知等の取組を実
施した。また、認証基準に基づく衛生管理の実施を
適切に行うため、農場での導入・実施指導を行う農
場指導員を養成する研修会を開催（136名受講）す
るとともに、農場HACCPの取組をより促進するた
め、生産農場から消費まで一体となった高度衛生管
理の取組の支援を開始した。

⑻　獣 　 医 　 事
ア　獣医療提供体制整備の推進

獣医療の多様化、高度化等に対応し的確な獣医
療の確保を図るため、獣医療法（平成４年法律第
46号）に基づく獣医療計画制度により、国が定め
た基本方針に即して都道府県が獣医療を提供する
体制の整備を図るための計画を定め、国と都道府
県が一体となって獣医療提供体制の整備を推進し
ている。

イ　獣医師法第16条の２の規定に基づく臨床研修
獣医師法（昭和24年法律第186号）に基づき、大

学の付属診療施設又は農林水産大臣の指定する診療
施設における臨床研修の実施に関する援助を行っ
た。

ウ　第61回獣医師国家試験
第61回獣医師国家試験は、平成22年３月２日及び

３日の２日間、全国３会場で行われ、受験者名1,321
中名1,111（84.1%）が合格し、獣医師免許申請資格
を得た。

エ　獣医事審議会
獣医師法第24条の規定により設置されている獣医

事審議会、試験部会、免許部会及び計画部会が開催
され、①第61回獣医師国家試験の実施、②獣医師法

第5条第2項及び第8条第2項第3号に該当する獣医師
の獣医師免許の取扱い、③獣医療を提供する体制の
整備のための基本方針等について審議が行われた。

オ　小動物獣医療
獣医療における高度な放射線診療の体制を整備

するため、平成21年２月に行った診療施設の構造
設備の基準や診療施設の管理に関する獣医療法施
行規則及び関連告示の改正について、研修会を実
施し、周知を図った。

⑼　国　際　関　係
ア　輸出入検疫

主要動物（牛、豚、めん羊、山羊、馬及び初生ひ
な。以下同じ。）の輸入検疫状況については、初生
ひなが577,460羽（81.3％、以下（）内は対前年比）、
牛が15,841頭（80.7％）、めん羊が68頭（18.0%）と
大幅に減少した。一方、豚は711頭（168.9%）と大
幅に増加した。他の偶蹄類については、水牛が5頭、
ラクダが５頭、アルパカが10頭、イボイノシシが２
頭輸入された。

馬は、4,482頭（95.6％）であり、その内訳は、肥
育用4,013頭（97.9％）が大半であった。

主要動物の輸出実績は、繁殖用の豚19頭（380.0%）
と馬115頭（96.6％）であり、馬の内訳は繁殖用10
頭（26.3％）、競走用53頭（65.4％）、乗用16頭、そ
の他（興行用）36頭であった。

畜産物のうち、肉類の輸入については、牛肉、豚
肉、家きん肉が大半を占めており、牛肉515,389t

（102.4％）とわずかに増加したが、豚肉835,220t
（88.7％）、家きん肉613,658t（82.2％）と大幅に減少
し、肉類全体では2,152,689t（90.7％）であった。肉
類の輸出については、牛肉が565t（98.2%）であり、
豚肉は1,173t（136.1％）、家きん肉は14,278t（115.0％）
と大幅に増加し、肉類全体では16,428t（115.9％）
となった。また、食用殻付卵755t（163.6%）及び牛
皮18,674t（262.8%）は輸出が大幅に増加した。

表６　平成21年の輸出入検疫数量（確定値）
（単位＝動物：頭羽、畜産物：t）

	 輸出	 輸入
牛	 0	 15,841
豚	 19	 711
めん羊	 0	 68
馬	 115	 4,482
兎	 68	 4,287
初生ひな	 0	 577,460
犬	 5,338	 6,391
猫	 1,613	 1,700
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サル	 0	 5,155
骨類	 8	 39,011
肉類	 16,428	 2,152,689
臓器類	 436	 63,044
卵類	 760	 5,659
皮類	 87,490	 39,113
毛類	 445	 4,565
ミール類	 5	 1,957
動物性加工たん白	 ―	 760,326
わら等	 ―	 201,989

イ　検疫体制の強化
鉉　リスク分析班の設置

我が国では諸外国からの輸入解禁要請等に関す
るリスク評価体制を強化してきたところ。平成20
年3月に国際基準に基づき ｢我が国への指定検疫
物の輸入に関する要請についての検討に係る標準
的手続｣（農林水産省訓令）を制定。平成21年10月、
動物衛生課国際衛生対策室にリスク分析班が設置
された。なお、評価状況については、当省ホーム
ページ上に公表することとしている。
鉤　精密検査部海外病検査課の発足

アジアにおける高病原性鳥インフルエンザの防
疫に貢献するとともに、動物検疫所における精密
検査業務の充実を図った。平成22年５月に病原体
の高度な封じ込め機能を有するバイオセーフティ
レベル３の施設として、中部国際空港内に動物検
疫所中部検査・診断センターが竣工し、10月１日
付けで当センターにおいて業務を担当する精密検
査部海外病検査課を設置した。
鉈　動物検疫所鹿児島空港出張所の係留施設拡充

輸入家畜の仕向けの多い九州地域の係留施設の
収容能力を拡充するため、平成20年度補正予算に
より、鹿児島空港出張所の係留施設の畜舎等の増
設が措置され、22年３月に竣工した。

ウ　その他
平成21年12月３日に、動物検疫所関西空港支所

で意見交換会 ｢ご存じですか?動物検疫〜動物の
病気を持ち込まないために〜｣ を開催し、検疫施
設の見学、検疫探知犬のデモンストレーション、
動物検疫に関する情報提供等を通じて、動物検疫
の重要性をアピールした。

４　魚類防疫対策

平成19年10月から、水産動物の輸入許可業務を動物
検疫所に移管し、現物確認を行うことにより防疫体制
を強化したことから、その適切な運用を行った。

また、国内防疫に関しては、コイヘルペスウイルス
（KHV）病、アユ冷水病等への対応を行った。

⑴　水産防疫制度の適切な運用
ア　輸入防疫

水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づき、
平成21年度はこい15件、きんぎょ 1,260件、さけ科
魚類の発眼卵14件及びくるまえび属の稚えび５件に
対し、輸入の許可を行った。なお、こい、きんぎょ
及びくるまえび属の稚えびについては、防疫対象疾
病発生国からの輸入に対し、管理命令を発し隔離管
理を実施した。

イ　国内防疫
持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）

に基づく特定疾病のうちKHV病については、引
き続き発生が確認され、平成21年度は都道府県に
おいて焼却・埋却18件、消毒18件等のまん延防止
措置を講じた。また、ホヤの新疾病について、平
成22年２月に水産疾病に関する防疫専門家会議を
開催し、今後の対応等を検討した。

⑵　KHV病対策
ア　発生状況

平成15年10月に、我が国で初めてKHV病の発生
が確認され、平成21年度は１・２級河川水系の0.1％
と、養殖場の0.8％で発生が確認された。

イ　研究・開発
（独）水産総合研究センタ－を中心として、産・学・

官の協力を図りつつ、ワクチン開発に関する情報収
集、防疫技術等の研究・開発を推進した。

ウ　防疫会議
平成22年3月に水産疾病に関する防疫専門家会議

を開催し、まん延防止措置等について検討した。
⑶　アユ冷水病対策

アユ冷水病に関する対策協議会を開催するととも
に、都道府県の養殖業者への衛生対策指導等の支援や、

（社）日本水産資源保護協会への委託による養殖衛生
対策推進事業の運営により、関係者への普及・啓発等
を行った。

５　植物防疫対策

⑴　病害虫防除
ア　環境に配慮した防除対策

食の安全や環境問題に対する国民の関心が高まる
中、農林水産省では農業生産全体を環境保全を重視
したものへ転換することとしている。病害虫防除に
ついても発生予察情報等に基づき、農薬だけに頼ら
ず、様々な防除技術を適切に組み合わせることで、



第５章　消 費 ・ 安 全 局－114－

環境負荷を低減しつつ病害虫の発生を経済的被害が
生じるレベル以下に抑制する総合的病害虫・雑草管
理（Integrated	Pest	Management：IPM）を普及
することとし、平成17年に定めた総合的病害虫・雑
草管理実践指針を基に、環境に配慮した防除の推進
に取り組んでいる。具体的には、農業者自らがIPM
への取組を確認できるIPM実践指標を普及するた
め、平成20年度までに策定・公表した主要11作物（大
豆、トマト、なし等）のモデルに基づき、都道府県
でIPM実践指標の作成及びIPM実践地域の育成等を
引き続き推進し、天敵やフェロモン等を利用した防
除技術の評価基準を作成する事業に取り組んだ。

このほか、IPMを実践する生産者と消費者の交流
を進めるため、愛知県と福岡県においてIPMに関す
るフォーラムを開催した。

また、平成18年５月に改正食品衛生法が施行され、
残留農薬基準のポジティブリスト制度が導入された
ことに伴い、農薬散布時の飛散低減に対する対策が
必要となった。このため、平成19 〜 21年度の３カ
年間、農林水産省委託事業において農薬飛散対策の
技術マニュアルの策定に取り組み、平成22年３月に

「農薬飛散対策技術マニュアル」をとりまとめた。
また、生産者等に向けて、農薬適正使用の指導に

ついて、通知の発出、手引きの配布、研修会の開
催等により同制度の周知、飛散低減対策等の徹底を
図った。

イ　農薬使用
年間生産量が３万t以下の作物（マイナー作物）

では、農薬メーカーの商業的な理由等により農薬登
録が進まず、栽培上問題となる病害虫に有効な登録
農薬が少ない。生産振興のためにはマイナー作物へ
の農薬登録を効率的に進める必要があり、このため
には、生産者や都道府県の主体的な取組や都道府県
間で連携を密に図る必要がある。このため、農薬登
録推進中央協議会及び地域ブロック協議会におい
て、農薬メーカーと地域生産者との協議を行うこと
により、マイナー作物の農薬登録の円滑化に向けた
支援を行った。また、都道府県が登録を要望する農
作物と農薬の組合せを調査し、生産地における病害
虫の発生状況に関する情報等を追加した農薬登録推
進リストを作成し、都道府県に情報提供を行った。

一方、土壌病害虫防除等に使用される臭化メチル
は、平成４年のモントリオール議定書締約国会合で
オゾン層破壊物質に指定され、平成17年の全廃が決
定された。技術的・経済的に有効な代替薬剤・技術
がない場合は、不可欠用途として申請を行い、国連

審査機関の審査・承認を経て使用が認められてい
る。しかし、近年の国際的な環境意識の高まりを受
け、不可欠用途であっても早期に全廃すべきとの考
えが締約国間に広まってきた。このため、臭化メチ
ル代替技術の開発促進を進めるとともに、土壌使用
用途の全廃期限を平成25年に設定した不可欠用途用
臭化メチルの国家管理戦略の改訂版を策定し、平成
20年4月に国連事務局へ提出した。臭化メチル代替
技術については、平成20 〜 24年度の5年間の予定で

「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型栽培
マニュアルの開発」事業を実施している。

ウ　発生予察事業
稲、麦、果樹、茶、野菜等の病害虫を対象として

発生予察事業を実施しており、農林水産省では、全
国の主要な病害虫の発生動向を取りまとめた病害虫
発生予報を計10回発表した。

平成21年度の主な病害虫発生状況は以下の通り
鉉　水稲：病害では、いもち病は、７月から８月中

旬にかけての日照不足及び７月下旬から８月初め
にかけての低温により、いもち病菌の好適感染日
が多く確認された。７月後半以降の普通期水稲の
出穂期前後の時期に葉いもちの発生の拡大が見ら
れたことから、穂いもちにつながることが懸念さ
れ、７月中旬から８月中旬にかけて18県から注意
報が発表され、防除の徹底が呼びかけられた。８
月中旬以降、天候はおおむね回復したため、穂い
もちの発生は抑えられた。

害虫では、トビイロウンカが、７月に南関東及
び南九州の一部地域で発生が多く確認され、８月
以降の天候の回復により、近畿、中国及び四国で
も発生が多く確認された。７月下旬から９月中旬
までに４県から警報が、11県から注意報が発表さ
れ、適時の防除が呼びかけられた。斑点米カメム
シ類は、６月下旬から８月下旬までに８県から注
意報が発表され、防除が呼びかけられた。
鉤　麦：赤かび病の発生は、北海道で多く確認され

たほかは、平年並み又はそれ以下であった。この
ため、警報・注意報は発表されなかった。
鉈　大豆：ハスモンヨトウの発生は、関東、北陸、

東海、近畿、中国及び九州の一部地域で多く確認
され、８月下旬に１県から注意報が発表され、防
除が呼びかけられた。
銕　果樹：病害では、なしの黒星病は、４月後半か

ら収穫期まで、東北、関東、東海、近畿、中国、
九州の一部地域で発生が多く、３県から注意報が
発表された。また、ぶどうのべと病は、東北、関東、
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甲信、北陸、東海、近畿及び九州の一部地域で発
生が多く、４県から注意報が発表された。その他、
１県からもものせん孔細菌病の注意報が、１県か
らぶどうの灰色かび病の注意報が発表され、防除
が呼びかけられた。

害虫では、カメムシ類の越冬密度が、南東北、
南関東、近畿、四国、北九州で高く、４月後半及
び５月中旬に２県から注意報が発表されたが、そ
の後、多発生は見られず、注意報は９月上旬に１
県から発表されたのみに止まった。その他、なし
のナシヒメシンクイの注意報が５月上旬に１県か
ら、かんきつ類のミカンハダニの注意報が６月下
旬に１県から発表され、防除が呼びかけられた。
鈿　野菜および花き：２月及び３月に５県から野菜

類の灰色かび病の注意報が発表された。また、た
まねぎのべと病は、北海道、近畿、中国及び九州
で発生が多く、４道県から注意報が発表され、防
除が呼びかけられた。

害虫は、コナガは、北海道、北東北、南関東、
沖縄で発生が多く確認され、１県から注意報が発
表され、防除が呼びかけられた。ハスモンヨトウ
は、関東、北陸、近畿、中国及び九州で発生が多
く確認され、１県から注意報が発表され、防除が
呼びかけられた。
病害虫の発生、防除状況は表７のとおりである。

エ　病害虫防除所の運営
都道府県における植物防疫の専門機関である病害

虫防除所は、病害虫の発生状況調査等を行い、発生
予察に基づく防除指導、侵入警戒調査、農薬の安全
使用等の指導を行った。

病害虫防除所が国の発生予察事業に協力するのに
要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費に
ついて、都道府県に対し植物防疫事業交付金を交付
した。

オ　農林水産航空事業等
平成21年度における航空防除の延べ面積（林野を

除く）は、水稲防除５万８千ha、水稲以外（畑作物・
果樹）防除８千ha、その他（播種・施肥等）２千
ha、ミバエ類再侵入防止等246万１千ha、計252
万８千haであった。このうち、水稲防除の実面積
は４万５千haで、関係農家数は約４万９千戸であっ
た。林業関係では、松くい虫防除２万４千haと野
ねずみ駆除５万７千haを中心として、計８万１千
haであった。

産業用無人ヘリコプターによる農薬散布等の延べ
面積は、水稲防除80万9千haを中心として、計93万

haであった。
⑵　植物検疫

ア　国際基準への対応
植物検疫措置に関する国際基準は、科学的根拠に

基づいた適切な植物検疫措置を講じるためのガイド
ラインであり、本基準の策定プロセスに積極的に関
与することで、我が国の意見を盛り込んだ国際基準
の採択を実現した。また、国際基準案の作成プロセ
スを担う委員会や専門家会合に職員を派遣し、我が
国の主張を基準案の段階から反映させることに努め
た。

さらに、国際基準に整合しつつ病害虫のリスクに
応じた検疫措置を導入することとし、現行の輸入
検疫措置を検証し、検疫制度の見直しに資するた
めに平成18 〜 22年度に包括的な病害虫危険度解析

（PRA）を実施しており、その結果として、24編の
PRA報告書が完成し、532種の病害虫が検疫有害動
植物として特定される等の成果を得た。

イ　輸入検疫
平成21年においては、栽植用苗・球根８億４千万

個、種子２万２千t、切り花21億本、生果実188万t、
野菜70万t、穀類・豆類2,951万t、木材414万㎥、そ
の他雑品等886万tについて、輸入検疫を実施した。

また、ベトナム産ヒロセレウス・ウンダーツス、
コロンビア産マンゴウ及びペルー産マンゴウの輸入
を解禁するとともに、アメリカ産さくらんぼの輸入
検疫条件を追加した。

ウ　輸出検疫
平成21年においては、栽植用苗・球根1,434万個、

種子2,010t、切り花28万本、生果実２万２千t、野菜
８千t、穀類・豆類23万t、木材９万８千㎥、その他
雑品３万tについて、輸出検疫を実施した。

オーストラリア向けうんしゅうみかんについて
は、平成21年10月に栽培地検査や果実の表面殺菌等
を条件に輸出が解禁された。

木材こん包材に関する国際基準の改正に伴い、輸
出用木材こん包材消毒実施要領（平成15年10月16日
付け15消安第2489号）の消毒済み表示方法等を平成
22年３月に改正した。

アジア型マイマイガ（AGM）については、米国
及びカナダによる船舶の沖合検査措置に対応した、
民間検査機関によるAGM不在証明が引き続き実施
された。

エ　国内検疫
平成21年度においては、種苗の移動に伴う病害虫

のまん延防止及び健全種苗の確保のため、
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表７　病害虫発生状況及び防除状況（平成 21 年度実績）
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鉉　北海道ほか８県において原種ほ及び採種ほを対
象に種馬鈴しょ検疫を実施した。
鉤　また、青森県ほか14県のかんきつ類、りんご等

の母樹について、ウイルス病等の検査を実施した。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、

アリモドキゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等
及びその寄主植物を対象に移動取締を実施した。

また、平成21年8月から鹿児島県指宿市において
アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシ、平成22年2
月から東京都青梅市ほか4市町においてウメ輪紋ウ
イルス（プラムポックスウイルス）の根絶を目指し
緊急防除を開始した。

オ　植物防疫所の運営
病害虫の国内への侵入・まん延を防止するため植

物防疫所を全国に68箇所設置しており、輸出入時の
検査、国内検疫等を実施している。

平成21年度は、東京国際空港の国際化の進展に対
応した検疫体制の整備等を行った。

また、現在運用している、通関システムと連動し
た電子申請システムのさらなる利便性と業務の効率
化を図るべく、平成20年10月から、インターネット
からも接続可能な、輸出検査申請の電子化を図って
いる。さらに、入港手続き、入管、検疫、税関等の
輸出入に係る各省電子システムとの連携の強化を図
ることとしている。

⑶　その他
植物検疫の重要性について広く国民の理解を求める

ため、平成21年10月、福岡空港において、輸入検査現
場の見学等植物検疫当局からの情報提供を含んだ一般
参加者との意見交換会を開催した。

６　SPS協定に関する国際会議への対応等

⑴　SPS委員会
WTO協定に含まれる協定（附属書）の１つである

「衛生植物検疫措置に関する協定（SPS協定）」は、食
品安全、動植物の健康に関する全ての措置（SPS措置）
を対象とし、これらの措置が科学的な根拠に沿ってと
られること等を求めている。

SPS委員会は、SPS協定第12条に基づき、SPS措置
に関する各国の協議の場を提供し、協定の実施を確実
にするために設置され、例年３回スイスのWTO本部
で開催されている。平成21年度においては、平成21年
6月、10月、平成22年３月に開催され、出席した。

⑵　食品安全関係
コーデックス委員会（Codex）は、FAO及びWHO

の合同規格プログラムに基づき設置され、消費者の健

康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、
コーデックス規格を策定している。

コーデックス規格は、WTO/SPS協定において食
品の安全に関する国際基準と位置づけられており、
WTO加盟国は科学的に正当な理由がある場合を除
き、食品安全に関する措置を講ずる場合にはコーデッ
クス規格を基礎とする義務を負っている。
ア　総会、部会等

コーデックス委員会における食品の安全に係る各
種の基準作りに対しては、農林水産省としても政府
代表団の一員として専門家を派遣する等、積極的に
参画してきたところであり、平成21年度中は、第32
回総会、第62回及び63回執行委員会のほか、６の一
般問題部会、２の個別食品部会及び1の特別部会に
出席した。

このうち、第32回総会（平成21年６月29日〜７月
４日、ローマ）では、食品中のアクリルアミドの低
減に関する実施規範、食品を輸出する際に添付する
証明書の一般様式などが最終採択されたほか、食品
及び飼料中に混入するメラミンの最大基準値の新規
作業が採択された。

イ　コーデックス連絡協議会
コーデックス委員会の活動及びコーデックス委員

会での我が国の活動状況を、消費者をはじめとする
関係者に対して情報提供するとともに、コーデック
ス委員会における検討議題に関する意見を聴取する
ため、農林水産省は厚生労働省と協力して平成12年
度に「コーデックス連絡協議会」を設置し、平成21
年度は計４回開催した。

⑶　動物衛生関係
国際獣疫事務局（OIE）は、国際的に重要な家畜の

伝染性疾病について、その防疫対策や貿易条件等に関
する家畜衛生基準（OIEコード）等を策定している。
この他、世界各国における家畜の伝染性疾病の発生状
況等の情報を収集・提供を行うとともに、家畜の伝染
性疾病のサーベイランス及び防疫に関する研究の国際
的調和を図っている。

このOIEが定める基準等は、WTO/SPS協定では動
物衛生及び人畜共通感染症に関する国際基準と位置づ
けられており、WTO加盟国は科学的に正当な理由が
ある場合を除き、動物衛生に関する措置を講ずる場合
にはOIEが定める基準等を基礎とする義務を負ってい
る。
ア　OIE総会

平成21年５月にフランスのパリで開催された第77
回OIE総会に出席し、改正OIEコード等の採決に参
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加した。また、川島動物衛生課長がアジア・極東・
オセアニア地域委員会議長に選任された。

イ　OIEアジア・極東・オセアニア地域総会
平成21年11月に中国の上海で開催された第26回ア

ジア・極東・オセアニア地域総会に議長として出席、
同地域の問題に関する議論をリードした。

ウ　鳥インフルエンザに関する会議
高病原性鳥インフルエンザの世界的な広がりを背

景に、我が国の支援による鳥インフルエンザに関
する各種国際会議が開催された。平成21年５月には
OIE主催の第２回鳥インフルエンザ防疫体制強化プ
ログラム専門家会合が東京で、また９月には鳥イン
フルエンザに関するインフォメーション・ネット
ワーキング強化会議が東京及び京都で開催され、我
が国の有する鳥インフルエンザに関する知見等がア
ジアの国々との間で共有された。

エ　その他の国際会議
そのほか我が国の支援による国際会議として、平

成21年7月にはアジア太平洋地域第３回GF-TADs
（越境性疾病の防疫のための世界的取組）ステアリ
ング会合が東京で開催され、また12月にはインドネ
シアのジャカルタで第１回アセアン・プラス３GF-
TADs会合及び平成22年３月にはラオスのビエン
チャンで第16回SEAFMD（東南アジア口蹄疫キャ
ンペーン）地域会議が開催され、アジアにおける口
蹄疫をはじめとする越境性感染症対策に各国及び国
際機関が協調して取り組むことが確認された。

⑷　植物防疫関係
国際植物防疫条約（IPPC）とは、植物と植物製品

の病害虫の侵入とまん延を防止し、防除のための措置
を促進する共同の有効な行動を確保することを目的と
した多国間条約である。

IPPCが定める基準等は、WTO/SPS協定では植物の
健康に関する国際基準と位置づけられており、WTO
加盟国は科学的に正当な理由がある場合を除き、植物
の健康に関する措置を講ずる場合にはIPPCが定める
基準等を基礎とする義務を負っている。
ア　植物防疫措置に関する委員会（IPPC総会：CPM）

平成22年３月にイタリアで開催された、第５回
CPMに出席した。本委員会では、「「国際貿易され
る無菌ばれいしょ増殖資材及びミニチューバー」、

「隔離検疫施設の設計と運営」、３つの放射線照射基
準（ISPM　№28（規制有害動植物のための植物検
疫処理）の付属書）、及び「ミナミキイロアザミウ
マの診断プロトコル（ISPMNo.27（規制有害動植物
の診断プロトコル）の付属書）」が採択された。

イ　専門家会合
平成21年５月及び11月にイタリアで開催された基

準委員会、７月に中国で開催された森林検疫に関す
るテクニカルパネル（TPFQ）、８月にオーストリ
アで開催されたミバエに関するテクニカルパネル

（TPFF）にそれぞれ出席した。
ウ　その他会議

平成21年８月にインドで開催された第26回
APPPC（アジア・太平洋地域植物防疫協定）にオ
ブザーバーとして出席した。９月に韓国で開催され
た、国際基準案に係る地域作業部会及び、10月にイ
タリアで開催された戦略計画及び技術支援に関する
作業部会に出席した。

７　危機管理体制の整備

⑴　緊急時対応訓練の実施
「農林水産省食品安全緊急時対応基本指針」（平成16

年２月公表）に基づき、農林水産省の職員が食品安全
に係る緊急事態等に円滑かつ的確に対応できるよう対
応体制の整備や、体制を検証するための緊急時対応訓
練等を実施することとしている。

平成21年度は、食品安全に係る事件や事故が発生し
た事態を想定して、地方農政事務所等関係機関との情
報連絡に関する連携訓練を実施した。

⑵　消費者安全情報共有体制の整備
平成21年９月、消費者庁が設置されるとともに、消

費者安全法が施行され、食品等の摂取、施設及び製品
の利用によって消費者の生命又は身体に生ずる被害に
関する情報を消費者庁に集約し、関係府省で共有する
体制が整備された。また、消費者安全情報総括官会議
において、消費者安全法に基づいて通知された食中毒
や健康食品による健康被害等に関して関係府省間で情
報共有が図られた。

第２節　消費者の信頼の確保

１　食品等の表示・規格

⑴　食品表示の重要性
食品表示は、生産者と消費者を結ぶ接点であり、昭

和45年の品質表示制度の創設以降、消費者が日々安心
して食品を選択するための情報提供として、重要な役
割を果たしてきた。

急速に商品の多様化が進んでいる状況を踏まえ、食
品表示について定める農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律（昭和25年法律第175号。以下
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「JAS法」という。）の改正を行ってきた。
主な改正としては、個別の食品毎に品質表示基準の

対象としていたものを、全ての飲食料品を品質表示基
準の対象とすること、公表の迅速化と罰則の大幅な強
化の措置を講じること、流通の方法についての基準を
内容とするJAS規格の制定を可能とすること、行政の
裁量の余地がない形で国により登録された民間の第三
者機関が認証を行う登録認定機関制度へ移行すること
等があげられる。

また、平成21年には、品質表示基準違反の指示又は
命令と併せてその旨を公表する規定や、原産地（原料
又は材料の原産地も含む）について虚偽の表示をした
飲食料品を販売した者に対する直罰規定を新設する等
のJAS法の改正が行われた。（平成21年４月30日公布、
平成21年５月30日施行）

⑵　消費者行政の一元化に伴って
内閣総理大臣が開催する消費者行政推進会議の取り

まとめ（平成20年６月13日第8回消費者行政推進会議）
において、消費者の視点で政策全般を監視し、「消費
者を主役とする政府の舵取り役」として、消費者行政
を一元的に推進するための強力な権限を持った組織で
ある「消費者庁」を創設することとされた。

これを受け、消費者行政推進基本計画（平成20年６
月27日閣議決定）では、消費者庁の担う消費者行政は、
商品・金融などの「取引」、製品・食品などの「安全」、「表
示」など消費者の安全安心に関わる問題を幅広く所管
することとするとの考え方に基づき、消費者に身近な
表示関連制度であるJAS法第19条の13第１項から第３
項までに規定する農林物資の品質に関する表示の基準
の企画立案及び執行に関する事務については、農林水
産省から、消費者庁へ移管することとされた。（なお、
食品表示の監視業務については、引き続き農林水産省
でも行うこととされた。）

その後、消費者関連３法案（消費者庁及び消費者委
員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行
に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費者安全
法）が成立し、平成21年９月１日には消費者庁及び消
費者委員会設置法が施行され、消費者庁及び消費者委
員会が設置された。

これに伴い、JAS法において、内閣総理大臣が消費
者委員会の意見を聴いて品質表示基準を制定すること
とされた。また、品質表示基準に違反する製造業者等
に対する改善指示は消費者庁長官又は農林水産大臣
が、指示に従わない製造業者等に対する命令は消費者
庁長官が行うこととされた。（なお、一つの都道府県
の区域内にのみ事業所等を有する事業者に対する改善

指示及び命令については、都道府県知事の権限とされ
た。）

⑶　監視制度の強化
消費者が食品を的確に選択するための十分な情報を

得るためには、食品表示が適正に行われる必要がある。
このため、不正表示を行った事業者に対しては、JAS
法に基づき、立入検査、指示・公表を行うなど厳正な
措置を講じるとともに、地方農政局及び地方農政事
務所等に食品表示の監視を担当する職員（食品表示G
メン）を全国に約1,800名配置しているところである。
　また、消費者の日常の購買活動を利用した食品表示
の継続的なモニタリングと不適正と思われる食品表示
に関する情報提供を通じ、食品表示の適正化を推進す
ることを目的とする食品表示ウォッチャーとして、約
1,000名の消費者の方々に活動して頂いた。

さらに、生活安心プロジェクト「緊急に講ずる具体
的な施策」（平成19年12月17日「生活安心プロジェク
ト」に関する関係閣僚会合了承）を受けて、食品表示
の監視に関係する都道府県の機関と国の出先機関とで
構成する食品表示監視協議会が全ての都道府県で設置
され、定期的な会合を行っている。

⑷　JAS規格制度の普及啓発の取組
有機JAS規格や生産情報公表JAS規格などの特定

JAS規格に重点を置いたJAS規格制度の総合的な普及
啓発を実施した。

この普及啓発では、事業者、消費者それぞれに向け
てJAS製品普及リーフレットの作成配布や、事業者向
けの普及セミナーの実施、消費者・事業者交流会の開
催を行った。

また、情報伝達に関するJAS規格の調査検討や、有
機農産物等の検査員、判定員に対する研修等も行った。
⑸　わかりやすい表示等を実現するための取組

消費者の立場に立ったわかりやすい食品表示を実
現する観点から、農林水産省と厚生労働省が連携し、
JAS法に関する調査会と食品衛生法（昭和22年法律第
233号）に関する審議会の共同開催である「食品の表
示に関する共同会議」において食品の表示基準全般に
ついて調査審議を行った。同会議は、平成21年８月に
報告書「消費者と食品事業者との情報共有による信頼
関係の構築を目指して」を取りまとめ、加工食品の原
料原産地の表示方法についての考え方を示した。

また、この検討過程において食品に義務付けられて
いる表示とは別に、食品事業者により自主的に行われ
ている情報提供の取組についてのあり方を検討する必
要性が提言された。この提言を受け、平成21年６月か
ら「食品企業の商品情報の開示のあり方検討会」に
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おいて、容器包装への表示以外での食品事業者ホー
ムページやお客様相談窓口における情報提供や、通信
販売などにおける情報提供のあり方について検討を行
い、平成22年３月に報告書「消費者への食品事業者の
商品情報の提供のあり方について」をとりまとめた。

２　牛トレーサビリティの運用及び食品ト
レーサビリティの推進

トレーサビリティは、食品の移動を把握できるよう
にするものであり、そのために、各事業者が食品の入
出荷記録を作成・保存することが重要である。問題が
発生した際に、①問題のあった商品を特定、②特定し
た商品の迅速な回収、③問題発生箇所の速やかな特定、
④速やかな原因究明、⑤安全な流通ルートの確保に寄
与する。

⑴　牛トレーサビリティの運用
BSEのまん延防止措置の的確な実施や国産牛肉に対

する信頼の確保を目的として、国内で飼養されている
すべての牛を個体識別番号により一元管理するととも
に、生産から流通・消費までの各段階において当該個
体識別番号を正確に表示・伝達するため、平成15年６
月、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関
する特別措置法」（平成15年法律第72号）（以下「牛ト
レーサビリティ法」という。）が公布された。

生産段階については、牛の管理者等に対して、個体
識別番号を表示した耳標の装着及び出生・異動・死亡
等の届出が義務付けられた。

流通段階については、食肉販売業者及び特定料理提
供業者（焼き肉店・しゃぶしゃぶ店・すき焼き店・ス
テーキ店）に対して、個体識別番号の表示・伝達及び
仕入・販売に係る帳簿の備付けが義務付けられた。

地方農政事務所等では、生産段階における耳標の装
着、届出の状況、流通段階における個体識別番号の表
示・伝達、帳簿の備付け等について、立入検査等を実
施した。また、流通段階における個体識別番号の適正
な表示・伝達を確認するため、と畜場から照合用サン
プルを採取・保管し、食肉販売業者等から買い上げた
サンプルとの間で、DNA分析による牛肉の同一性鑑
定を実施した。

不適正な届出を行っていた１件の管理者に対して、
牛トレーサビリティ法第５条に基づき農林水産大臣名
による催告及び公表、個体識別番号の不適正な表示を
行っていた６件の食肉販売業者に対して、牛トレーサ
ビリティ法第18条に基づき農林水産大臣名による勧告
及び公表を行った。

⑵　食品トレーサビリティの推進
入出荷記録に基づく基礎的な取組に加え、ロット単

位の追跡・遡及が可能となるトレーサビリティの導入
を検討している食品事業者団体等に対して、支援を
行った。

３　リスクコミュニケーション等の推進

⑴　リスクコミュニケーション等の実施
食品の安全の確保に関する施策に国民の意見を反映

し、その決定までの過程の公平性および透明性を確保
するため、以下のような取組を行った。
ア　意見交換会等の開催

内閣府食品安全委員会、消費者庁及び厚生労働省
と協力しながら、消費者、生産者、食品事業者等
の関係者に正確でわかりやすい情報を積極的に提供
し、関係者との意見交換等に取り組んだ。

表８　開催実績（４テーマ19回）
・植物検疫	 1回
・動物検疫	 1回
・ＩＰＭ	 2回
・食品安全セミナー	 15回

イ　消費者など関係者との定期情報交換会
消費者の視点に立った農林水産行政を展開するた

め、消費者団体との定期情報交換会を開催した。
ウ　地方農政局・農政事務所・沖縄総合事務局におけ

る取組
シンポジウムや意見交換会等を開催するととも

に、パネリストや講師の派遣を行った。
鉉　シンポジウムや意見交換会等の開催

全国計　1,277回
鉤　パネリストや講師の派遣

全国計　2,334回
エ　日頃からの情報提供

日頃から食の安全と消費者の信頼の確保に関する
情報を提供するため、農林水産省ホームページ上の

「消費・安全」を通じて、消費・安全局の取組に関
する情報を随時掲載した。

また、農林水産省及び関係府省の食の安全と消費
者の信頼の確保に関するプレスリリースを一覧にし
たメールマガジン「食品安全エクスプレス」の配信

（月曜から金曜まで毎日配信）を行った（平成22年
３月末現在の登録者数：15,523通）。

⑵　消費者相談等の対応
ア　消費者相談の対応

消費者相談の窓口として、本省、地方農政局、地
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方農政事務所、沖縄総合事務局及び（独）農林水産
消費安全技術センターの「消費者の部屋」、「消費
者コーナー」の充実を図るとともに、本省と地方組
織を結ぶ農林水産省相談受付情報ネットワークシス
テムを活用し、連携して相談対応（全国で7,416件）
を行った。また、相談結果等を月別にとりまとめた

「消費者の部屋通信」の発行を継続して行った。
イ　子ども相談電話等における対応

子どもたちが食や農林水産業等について疑問に思
うことを気軽に相談できるよう、本省の「消費者の
部屋」に設置されている子ども相談電話等における
対応（361件）を行うとともに、小・中・高校生の「消
費者の部屋」への訪問（35校、450名）を受け入れた。

ウ　特別展示等による情報提供
「消費者の部屋」等において、各種資料の展示等

やテーマを定めた「特別展示」により、食料、農林
水産業・食品産業、農山漁村等について消費者へわ
かりやすい情報提供を行った。

第３節　食育の推進

近年の国民の食生活をめぐっては、食を大切にする
意識の希薄化、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生
活習慣病の増加、食の海外への依存等様々な問題が生
じている。

こうした食生活をめぐる環境の変化や食の重要性等
を踏まえて、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、
豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが
喫緊の課題となっている。このため、平成17年６月に
は、健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会
の実現に寄与することを目的に、食育に関する施策を
総合的、かつ計画的に推進するため、食育基本法が成
立した。また、平成18年３月には、食育推進会議にお
いて、食育推進基本計画（以下「基本計画」と言う。）
が作成され、食育の推進に関する施策についての基本
的な方針や目標が示された。現在は、基本計画の下、
国及び地方公共団体をはじめ、関係者が創意と工夫を
凝らしつつ、食育を国民運動として展開している。農
林水産省では、食料の生産から製造･加工、流通、消
費といった食の一連の流れを担当している立場から、
農林漁業者や食品関連事業者などの関係者と連携、協
力して食育の取組を推進した。

⑴　にっぽん食育推進事業
「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」

の実践を促すため、地域内の関係者が連携した効果的・
効率的な取組、管理栄養士や企業の管理職等向けの食

育推進学習会、優良事例コンクール等を支援、ポスター
やマスメディア等を活用した普及・啓発を実施した。
また、教育ファームが全国で幅広く展開されるための
運営マニュアル等の作成や研修による支援とともに、
モデル事業の実施及び効果の検証を行った。
⑵　地域における食育の推進（食の安全・安心確保交

付金）
食育推進リーダーによる「食事バランスガイド」等

に係る講習会の開催等「食事バランスガイド」の普及・
活用の取組を支援するとともに、教育ファーム推進計
画作成や優良事例の収集・情報提供など、地域におけ
る教育ファームの取組を支援した。

第４節　�生物多様性を確保するた
めの遺伝子組換え農作物
等の使用等の規制

遺伝子組換え農作物等の適切な管理
平成15年６月に公布され、平成16年２月19日に施行

された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生
物の多様性の確保に関する法律」に基づき、遺伝子組
換え農作物等の規制措置を講じた。

⑴　第一種使用等
遺伝子組換え農作物のほ場での栽培等、「環境中へ

の拡散を防止しないで行う使用等（第一種使用等）」
をしようとする者は、事前に使用規程を定め、かつ、
その使用等による生物多様性影響（野生動植物の種又
は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響等）
を評価した生物多様性影響評価書等を添付して主務大
臣（農林水産分野は農林水産大臣及び環境大臣）に提
出し、承認を受けることが義務付けられている。

平成21年度においては、遺伝子組換え農作物14件、
遺伝子組換え微生物1件について承認を行った。

⑵　第二種使用等
施設内における遺伝子組換え実験小動物の繁殖等、

「遺伝子組換え生物等の環境中への拡散を防止しつつ
行う使用等（第二種使用等）」をする者は、その拡散
防止措置（設備の要件等、環境中に遺伝子組換え生物
等が拡散することを防止するための措置）について、

「主務省令で定められている場合は当該措置をとるこ
と」及び「主務省令で定められていない場合は事前に
主務大臣（農林水産分野は農林水産大臣）の確認を受
けること」が義務付けられている。

平成21年度においては、遺伝子組換え動物10件、遺
伝子組換え微生物１件について確認を行った。
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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）

平成19年 平成20年 平成21年 平年

(円/kg)
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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



第６章　生　　産　　局−134−

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



第６章　生　　産　　局 −141−

生　

産　

局

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」
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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
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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。
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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。



第６章　生　　産　　局 −159−

生　

産　

局

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）
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第１節　農林漁業関係の税制

１　国税に関する改正

平成21年度における国税の改正は、現下の経済金融
情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から
土地・住宅税制、法人関係税制、中小企業関係税制、
相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等
について所要の措置が講じられた。

農林漁業関係税制については、国内農業の体質強化、
農山村地域対策、食品産業の競争力強化、森林・林業
施策の推進、水産施策の推進のための各種の税制上の
特例措置を講ずるほか、期限の到来する特例措置の適
用期限の延長及び一部見直し等所要の措置が講じられ
た。

各税法の改正法の施行日は原則として平成21年４月
１日である。また、『Ⅲ　第171回国会において成立し
た法律に基づく改正条項』に係る改正については各法
の施行日による。

⑴　所得税法
創設・拡充事項等

ア　定額給付金（１人につき12,000円、65歳以上18歳
未満は20,000円）の非課税措置について創設された。

（措法第41の8条関係）
イ　棚卸資産の評価について、選定できる評価の方法

から後入先出法及び単純平均法が除外された。
また、後入先出法及び単純平均法により算出した

取得価額を基礎とする低価法についても認められな
い。（令第99条関係）

ウ　特定退職金共済団体として税務署長の承認を受け
ることができる法人の対象範囲について、退職金共
済事業を主たる目的とする公益社団法人若しくは公
益財団法人又は特例一般法人に代えて、新たに退職
金共済事業を主たる目的とする一定の一般社団法人
又は一般財団法人が追加された。（令第73条関係）

エ　国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用し、
確定申告書の提出を行う場合の5,000円の特別控除
制度について、適用期限が２年延長され、平成22年

分まで適用されることとなった。
⑵　法人税法

創設・拡充事項
ア　中小企業者等の平成21年４月１日から平成23年３

月31日までの間に終了する各事業年度の所得のうち
年800万円以下の金額に対する法人税率が18％（本
則22％）とされた。（措法第42の３の２条関係）

イ　欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の対象
から中小企業者等を除外し、平成21年２月１日以後
に終了する各事業年度において生じた欠損金につい
て、欠損金の繰り戻しによる還付を受けられること
ができることとなった。（措法66の13条関係）

この対象となる中小企業者等とは次のとおり。
鉉　資本金等の額が1億円以下である普通法人
鉤　公益法人等又は協同組合等
鉈　法律により公益法人等とみなされている管理組

合や政党等
銕　人格のない社団等

ウ　資産の評価損の損金不算入等の措置について、次
の事項が追加等された。（法第33条関係）
鉉　評価損益の計上対象となる資産の範囲

ａ　評価損の計上対象となる資産の範囲に預金等
を追加

ｂ　民事再生法の規定による再生計画認可の決定
等の場合の評価損益の計上に適さない資産に係
る価額と帳簿価額との差額の最低限度が、（こ
れらの事実が生じた時の直前におけるその法人
の借入金その他の債務で利子の支払いの起因と
なるものの額が10億円に満たない場合）1,000
万円からから100万円に引き下げられた。

鉤　民事再生に準ずる私的整理の事実の範囲
ａ　債務免除要件について、自己宛債権の現物出

資を受ける場合（債務消滅益が見込まれる場合
のみ）についても債務の免除を受ける場合と同
様の扱いとなった。

ｂ　２以上の金融機関等の債務免除要件につい
て、金融機関等の範囲に他の金融機関とともに
債務免除等をする地方公共団体が追加された。

ｃ　債務処理計画が適正であることについて第三
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者である専門家３人以上による確認を受けてい
ることの要件について、その法人の借入金その
他の債務で利子の支払いの起因となるものの額
が10億円に満たない場合には、関与すべき専門
家の人数は2人以上とされた。

エ　棚卸資産の評価について、選定できる評価の方法
から後入先出法及び単純平均法が除外された。

また、後入先出法及び単純平均法により算出した
取得価額を基礎とする低価法についても認められな
い。（令第28条関係）

⑶　相続税法
事業承継税制の創設

ア　取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制
度（措法70の７の２）
鉉　概要

経営承継相続人が、相続等により、中小企業に
おける経営の承継の円滑化に関する法律第12条第
１項第１号に基づき経済産業大臣の認定を受ける
非上場会社（以下「認定中小企業者」という。）
の議決権株式等を取得した場合には、その経営承
継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決
権株式等（相続開始前から既に保有していた議決
権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決
権株式等の総数等の３分の２に達するまでの部分
に限る。以下「特例適用株式等」という。）に係
る課税価格の80％に対応する相続税額については
その経営承継相続人の死亡等の日までその納税を
猶予する。

（注）�　｢経営承継相続人｣ とは、中小企業におけ
る経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
第６条第１項第７号トに規定する経営承継相
続人をいう。

鉤　猶予税額の計算
ａ　相続税の納税猶予の適用がないものとして、

通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続
税額を算出する（経営承継相続人以外の相続人
の相続税額は、この額となる。）。

ｂ　経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不
変とした上で、経営承継相続人が、通常の課税
価格による特例適用株式等のみを相続するもの
として計算した場合の経営承継相続人の相続税
額と、課税価格を20％に減額した特例適用株式
等のみを相続するものとして計算した場合の経
営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相
続人の猶予税額とする。

�なお、ａにより算出した経営承継相続人の相

続税額からこの猶予税額を控除した額が経営
承継相続人の納付税額となる。

鉈　猶予税額の免除
その経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の

時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付を免
除する。このほか、経済産業大臣の認定の有効期
間（５年間）経過後における猶予税額の納付の免
除については次による。
ａ　特例適用株式等に係る会社について、破産手

続開始の決定又は特別清算開始の命令があった
場合には、猶予税額の全額を免除する。

ｂ　贈与税の納税猶予制度（後述）の適用を受
ける後継者へ特例適用株式等を贈与した場合に
は、その適用を受ける特例適用株式等に係る相
続税の猶予税額を免除する。

ｃ　同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式
等を一括して譲渡した場合において、その譲渡
対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予
税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を
免除する。

なお、上記ａ、ｃの場合において免除すると
される額のうち、過去５年間の経営承継相続人
及び生計を一にする者に対して支払われた配当
及び過大役員給与等に相当する額は免除しな
い。

銕　猶予税額の納付
ａ　経済産業大臣の認定の有効期間（５年間）内

に、経営承継相続人が代表者でなくなる等、当
該認定の取消事由に該当する事実が生じた場合
には、猶予税額の全額を納付する。

ｂ　ａの期間経過後において、特例適用株式等の
譲渡等をした場合には、特例適用株式等の総数
に対する譲渡等をした特例適用株式等の割合に
応じて猶予税額を納付する。

鈿　利子税の納付
上記銕により、猶予税額の全部又は一部を納付

する場合には、相続税の法定申告期限からの利子
税（年3.6％）を併せて納付する。
鉋　担保の提供

相続税の納税猶予の適用を受けるためには、原
則として、特例適用株式等のすべてを担保に供さ
なければならない。
鉐　その他

ａ　経済産業大臣の認定及び本制度の対象となら
ない資産保有型会社の判定において、過去５年
間に経営承継相続人及びその同族関係者に対し
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て支払われた配当や過大役員給与等に相当する
額を特定資産及び総資産の額に加算する。

ｂ　相続開始前３年以内に経営承継相続人の同族
関係者からの現物出資又は贈与により取得した
資産の合計額の総資産に占める割合が70％以上
である会社に係る株式等については、本特例を
適用しないこととするほか、経営承継相続人等
の相続税等の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められる行為に対応するための措置を講
ずる。

ｃ　経営承継相続人は、経済産業大臣の認定の有
効期間（５年間）内は毎年、その後は３年毎に
継続届出書を税務署長に提出しなければならな
い。

ｄ　現行の特例については以下の措置を講ずる。
秬　特定同族会社株式等に係る課税価格の計算

の特例（以下「10％減額特例」という。）は、
平成21年３月31日をもって廃止する。

なお、平成21年３月31日までに、10％減額
特例の適用を受けるため相続時精算課税制度
を選択して贈与を受けた株式等については、
①　10％減額特例の適用要件を満たしている

場合には、相続時に10％減額特例を適用す
る。

②　後継者が平成22年３月31日までに相続税
の納税猶予の適用を受ける旨の選択をした
場合には、その後継者については、10％減
額特例に代えて相続税の納税猶予を適用す
る。

秡　特定同族株式等に係る贈与税の相続時精算
課税制度の特例は、（a）②と同様の経過措置
を講じた上、廃止する。

ｅ　取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶
予制度は、中小企業における経営の承継の円滑
化に関する法律の施行日（平成20年10月１日）
以後の相続等について適用を可能とする措置を
講ずる。

また、平成20年10月１日から平成21年３月31
日までの間に開始した相続に係る被相続人の遺
産に非上場会社の株式等が含まれており、か
つ、当該被相続人が当該非上場会社の代表者で
あった場合には、当該被相続人に係る相続税の
申告書の提出期限を平成22年２月１日まで延長
する。

ｆ　その他所要の措置を講ずる。
イ�　取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制

度（措法70の７）
鉉　認定中小企業者の代表者であった者の後継者と

して経済産業大臣の確認を受けた者が、その代表
者であった者から贈与によりその保有株式等の全
部（贈与前から既にその後継者が保有していたも
のを含めて、発行済議決権株式等の総数等の３分
の２に達するまでの部分を上限とする。以下「猶
予対象株式等」という。）を取得した場合には、
猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税
を猶予する。
鉤　猶予税額の納付、免除等については、相続税の

納税猶予と同様とする。
鉈　贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対

象株式等を相続により取得したものとみなし、贈
与時の時価により他の相続財産と合算して相続税
額を計算する。その際、経済産業大臣の確認を受
けた場合には、相続税の納税猶予を適用する。
銕　その他所要の措置を講ずる。

⑷　租税特別措置法
ア　特例措置の創設・拡充等
鉉　農地制度の見直しに伴う次の特例措置の創設・

拡充等
ａ　譲渡所得の特別控除制度（1500万円）の適用

対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営
基盤強化促進法の協議に基づいて、同法に創設
する農地を面的に集積する事業を実施する法人

（農地利用集積円滑化団体）に買い取られる場
合を追加（措法34の２、65の４）

ｂ　譲渡所得の特別控除制度（800万円）の適用
対象に、農業経営基盤強化促進法に創設する農
地を面的に集積する事業を実施する法人（農地
利用集積円滑化団体）に農用地区域内にある農
用地等を譲渡した場合を追加（措令22の９、39
の６）

ｃ　譲渡所得の特別控除制度（800万円）の適用
対象から特定遊休農地を農業経営基盤強化促進
法に規定する勧告に係る協議により一定の特定
農業法人に譲渡した場合を除外（旧措法34の３、
65の５）

ｄ　特定の基金に対する負担金等の損金算入の特
例措置の適用対象に、農業経営基盤強化促進法
に創設される農地を面的に集積する事業を実施
する法人（農地利用集積円滑化団体で一定の一
般社団法人又は一般財団法人）が、農地売買等
事業のうち借り受け又は貸し付けに係るもの、
基盤法の研修等事業に係るもの、農作業の受託、
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農業技術の指導及び農業用機械の普及に係る事
業を行うものを追加（措令18の４、39の22）

ｅ　特定農業法人が遊休農地に関する利用権設
定等の協議により農用地区域内にある土地等を
買換えた場合の特例措置のの適用対象に、農業
経営基盤強化促進法に創設される農地を面的に
集積する事業を実施する法人（農地利用集積円
滑化団体で一定の一般社団法人又は一般財団法
人）を追加（措令39の７、措規22の７）

ｆ　農業経営基盤強化準備金制度の適用対象に、
農業生産法人以外の特定農業法人を追加（措法
61の２）

ｇ　相続税の納税猶予を適用している農地等のう
ち市街化区域外の農地等の全部又は一部につい
て、次の貸し付けを行った場合は農業経営は廃
止していないとみなされ引き続き納税猶予制度
を適用できる特例措置が創設（措法70の６の２、
70の６の３）
秬　農業経営基盤強化促進法に規定する農地保

有合理化事業（農地売買事業）に係る貸し付
け
秡　農業経営基盤強化促進法に規定する農地利

用集積円滑化事業（農地所有者代理事業、農
地売買事業）に係る貸し付け

ｈ　農地等の相続税の納税猶予制度について次の
とおり改正（措法70の６）
秬　猶予期間中に身体障害等（精神障害者保健

福祉手帳（１級）、身体障害者手帳（１級、
２級）、介護保険の要介護５）のやむを得な
い事情により営農継続が困難となった場合
は、農地の貸付け（営農の廃止）をしても納
税猶予は継続（市街化区域内農地を含む）す
る特例の創設
秡　市街化区域農地等以外については相続税の

申告期限の翌日から20年を経過する日におい
て猶予されていた相続税額が免除されていた
が、この措置が廃止され、農業相続人の死亡
の日まで農業経営を継続する措置に変更
秣　納税猶予の猶予税額の全部の納期限が確定

することとなる総面積の20％の計算から除外
する譲渡等の範囲に次の事項を追加
①　農業経営基盤強化促進法の農地保有合理

化事業（農地売買事業）のための譲渡
②　農業経営基盤強化促進法に規定する農地

利用集積円滑化事業（農地所有者代理事業、
農地売買事業）のための譲渡

③　農業経営基盤強化促進法に規定する農用
地利用集積計画の定めるところの譲渡

稈　納税猶予の納期限の確定事由である「耕作
の放棄」については、農地法の規定による農
業委員会の遊休農地である旨の通知があった
こと及び農用地利用集積計画により貸し付け
ている農地等について耕作の放棄があった場
合を追加
稍　20年免除の要件が廃止されたことに伴い、

次の納税猶予税額に係る利子税の割合が3.6%
（旧6.6%）に引き下げ
①　都市営農農地等を有する農業相続人の納

税猶予額
②　上記の農業相続人の納税猶予税額のうち

市街化区域外の特例農地等に対応する部分
稘　税務署長は、都道府県知事、市町村長又は

農業委員会が行う特例のうちの等の異動につ
いての税務署長への通知の事務に関して必要
があると認める場合には、これらの者に対し
農業相続人及び特例農地等に関する事項を通
知できる規定のほか所要の規定の整備が行わ
れた

ｉ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を
面的に集積する事業を実施する法人（農地利用
集積円滑化団体）が農用地を取得する場合の所
有権の移転登記の税率の軽減措置（20/1,000→
８/1,000）の創設（措法76）

ｊ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地所
有者から農地の売渡等の委任を受け面的にまと
めて売渡等する事業により農用地区域内の農用
地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率
の軽減措置（20/1,000→８/1,000）の創設（措
法77）

ｋ　特定農業法人が遊休農地に関する利用権設定
等の協議により農用地区域内の遊休農地を取得
した場合の所有権の移転登記の税率の軽減措置

（20/1,000→８/1,000）の適用対象を全農地に拡
充（措法76）

鉤　新規需要米の需要の拡大を促進するため新用途
米穀加工品等製造設備（米穀粉製造設備、飼料製
造設備、パン製造設備、めん製造設備）を取得し
た場合について特別償却制度（30％）の創設（措
法11の７、44の７）
鉈　農業経営基盤強化準備金制度について、準備金

を積み立てている個人が特別障害者となったこと
により事業承継が行われる場合には、一定の要件
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を満たすときは、当該個人が積み立てていた準備
金を推定相続人の準備金としてみなす措置を講じ
た上、適用期限が２年延長（措法24の２、24の３、
61の２、61の３、68の64、68の65）
銕　住宅借入金等を有する場合の税額の特別控除の

拡充（平成21年から25年までに居住した場合の措
置で最高500万円（長期優良住宅については最高
600万円））（措法41）
鈿　奄美群島振興開発特別措置法に基づく奄美群島

における工業用機械等に係る特別償却制度（10％
等）の適用対象事業に情報通信産業等を追加し、
適用期限を２年延長（措法12、45）
鉋　特定地域における工業用機械等の特別償却制度

の対象地域に山村振興法の振興山村（対象事業は
製造の事業（機械及び建物等）、旅館業（建物等）、
ソフトウエア業（機械及び建物等）、１設備の取
得額が2000万円超の資産、償却率は、機械等は
10％、建物等は６％）を追加し（措法12、45）保
全事業等資産の特別償却制度は、適用期限をもっ
て廃止（旧措法45の３）
鉐　産業活力再生特別措置法に規定する認定事業者

等が認定事業再構築計画等に基づき受ける登記の
税率の軽減措置の適用対象に、認定資源生産性革
新計画及び認定中小企業承継事業再生計画を追加
し、認定共同事業再編計画及び認定技術活用事業
革新計画が除外されるとともに、会社分割に係る
措置について適用期限が１年延長（措法80）

イ　特例措置の適用期限の延長
次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長された

（ただし、（ｽ）は１年延長）。
鉉　山林所得に係る森林計画特別控除（20％）（措

法30の２）
鉤　特定農産加工業者が事業基盤強化設備を取得し

た場合の特別償却（30％）又は税額控除制度（７％）
（措法10の４、47の12）
鉈　鉱工業技術研究組合に対する所得計算の特例措

置（試験研究用資産の圧縮記帳）（措法66の10）
銕　農協、森林組合、漁協、事業協同組合の貸倒引

当金の特例措置（16％増）（措法57の10）
鈿　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農商工等連携事業
計画により取得する機械等の特別償却（30％）又
は税額控除制度（７％）（措法10の４、42の７）
鉋　中小企業による地域産業資源を活用した事業活

動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用
事業計画により取得する機械等の特別償却（30％）

又は税額控除制度（７％）（措法10の４、42の７）
鉐　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

に基づく経営革新計画により取得する機械等の特
別償却（30％）又は税額控除制度（７％）（措法
10の４、42の７）
銜　企業立地の促進等による地域における産業集積

の形成及び活性化に関する法律に基づく企業立地
計画により取得する機械・建物等の特別償却制度

（機械15％、建物８％）（措法11の５、44の２）
銖　産業活力再生特別措置法に基づく認定事業者

が事業再構築計画等に従って事業革新設備を取得
した場合の特別償却制度（25％等）（措法11の３、
44の3）
銓　離島振興法に基づく離島振興対策実施地域にお

ける工業用機械等の特別償却制度（10％等）（措
法12、45）

（ｻ）��半島振興法に基づく半島振興対策実施地域にお
ける工業用機械等の特別償却制度（10％等）（措
法12、45）

（ｼ）��過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域
における工業用機械等の特別償却制度（10％等）

（措法12、45）
（ｽ）��特定農業法人が農業経営基盤強化促進法に規定

する特定遊休農地の買入協議により特定遊休農地
を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減
措置（措法76）

（ｾ）��利用権設定等促進事業により農用地区域内の農
用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率
の軽減措置（措法77）

（ｿ）��農業信用基金協会・（独）農林漁業信用基金・
漁業信用基金協会の抵当権の設定登記等の税率の
軽減措置（措法78の２）

（ﾀ）��卸売市場法の規定に基づく卸売業の合併等に係
る登記の税率の軽減措置（措法79）

ウ　特例措置の整理合理化
次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮

減された上、適用期限が２年延長された。
鉉　植林費の損金算入の特例について、対象となる

植林費から、資本金の額又は出資金の額が1億円
を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人
を超える法人が交付を受ける補助金等に係る植林
費を除外
鉤　漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度につ

いて、対象となる協同組合等につき次のとおり見
直しを行った
ａ　設立10年以内の協同組合等に限定する。ただ
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し、その設立が各都道府県又は全国につき一に
限定されているものについては、引き続き適用
を認める

ｂ　漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加
工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森
林組合及び森林組合連合会を除外

エ　特例措置の廃止
農林漁業金融公庫資金等の転貸の場合の抵当権の

設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置が廃
止された。

２　地方税に関する改正

平成21年度における地方税の改正は現下の経済・財
政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に
資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入
金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲
渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長等

土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引き下げ
措置の延長、平成21年度評価替えに伴う土地に係る固
定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負
荷の少ない自動車にい係る自動車に係る自動車取得税
の税率の引き下げ等特例措置の拡充、軽油引取税等の
一般税源化等を行うとともに、非課税等特別措置の整
理合理化等について所要の改正が行われた。

施行日は原則として平成21年４月１日である。また、
『Ⅲ　第171回国会において成立した（する）法律に基
づく改正条項』に係る改正については各法の施行日に
よる。

⑴　道府県民税及び市町村民税
ア　特例措置の創設・拡充事項
鉉　農地制度の見直しに伴う次の特例措置の創設・

拡充
ａ　農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強

化促進法の協議に基づいて、同法に創設する農
地を面的に集積する事業を実施する法人に買い
取られる場合の譲渡所得の特別控除（1500万円）
の拡充

ｂ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を
面的に集積する事業を実施する法人に農用地区
域内にある農用地等を譲渡した場合の譲渡所得
の特別控除（800万円）の拡充

ｃ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を
面的に集積する事業を実施する法人に対し、そ
の業務の基金に充てるために支出した負担金等
の必要経費（損金）算入の特例の拡充

ｄ　特定農業法人が遊休農地に関する利用権設定

等の協議により農用地区域内にある土地等を買
換えた場合の特例措置の拡充

鉤　新規需要米の需要の拡大を促進するための米粉
製造設備等を取得した場合の特例措置の創設
鉈　生命保険料控除制度を改組し、農協等の共済に

ついても本制度の中で措置
銕　住宅借入金等を有する場合の税額の特別控除の

拡充等
イ　特例措置の適用期限の延長
鉉　特定農産加工業者が事業基盤強化設備を取得し

た場合の特別償却（30％）又は税額控除制度（7％）
の2年延長
鉤　山林所得に係る森林計画特別控除（20％）の２

年延長
鉈　植林費の損金算入の特例措置（35％）について、

一部見直した上、２年延長
銕　農協、森林組合、漁協、事業協同組合の貸倒引

当金の特例措置（16％増）の２年延長
⑵　事業所税

特例措置の適用期限の延長
次に掲げる特例措置の適用期限が2年延長された。

ア　特定農産加工業者が事業基盤強化設備を取得した
場合の特別償却（30％）又は税額控除制度（７％）

イ　農協、森林組合、漁協、事業協同組合の貸倒引当
金の特例措置（16％増）

⑶　不動産取得税
ア　特例措置の拡充事項
鉉　農地制度の見直しに伴う次の特例措置の創設

ａ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を
面的に集積する事業を実施する法人が農用地区
域内の農用地等を取得した場合の納税義務の免
除措置の拡充

ｂ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を
面的に集積する事業を実施する法人が長期貸付
を目的として農用地区域内の農地等を取得した
場合の課税標準の軽減措置（取得価格の２/ ３
控除）の拡充

ｃ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を
面的に集積する事業を実施する法人が担い手農
業者確保事業により農用地区域内の農用地等を
取得した場合の納税義務の免除措置の拡充

ｄ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地所
有者から農地の売渡等の委任を受け面的にまと
めて農地を売渡等する事業により農用地区域内
の土地を取得（交換による取得を含む）した場
合の課税標準の軽減措置（取得価格の1/3控除
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等）の創設
ｅ　農業経営基盤強化促進法に創設される農地を

面的に集積する事業を実施する法人が土地改良
法に基づく創設農用地換地を取得した場合の納
税義務の免除措置の拡充

ｆ　特定農業法人が遊休農地に関する利用権設定
等の協議又は調停により農用地区域内の遊休農
地を取得した場合の課税標準の軽減措置（取得
価格の１/ ３控除）の拡充

鉤　産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計
画等に従って事業譲渡等を受けた場合の税額の減
額措置（６分の１）の２年延長等

イ　特例措置の適用期限の延長
次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長され

た。
鉉　入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関

する法律に基づき入会権者等が取得する土地に対
する減額措置（入会権の持分相当額を減額）
鉤　特定農業法人が特定遊休農地に関する協議又は

調停により農用地区域内にある特定遊休農地を取
得した場合の課税標準の軽減措置（取得価格の１
/ ３控除）

ウ　特例措置の整理合理化
農用地利用集積計画により土地を取得した場合の

課税標準の軽減措置（取得価格の１/ ３控除等）に
ついて農用地区域外の土地を対象から除外し２年延
長された。

⑷　固定資産税・都市計画税
ア　特例措置の存続事項

平成21年度以降の農地に農地に対する負担調整措
置の存続

イ　特例措置の適用期限の延長
鉉　独立行政法人森林総合研究所が行う農用地総合

整備事業の用に供する固定資産に係る非課税措置
の４年延長
鉤　平成16年新潟県中越地震災害による被災代替家

屋に係る税額の特例措置（４年間１/ ２）の２年
延長

⑸　軽油引取税
特例措置の存続事項
農林漁業用免税軽油（32.1円／リットル）を引き続

き措置
⑹　事業所税

特例措置の整理合理化
特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業用

施設に係る課税標準の軽減措置（４分の１）について、

従業員割の特例措置を廃止した上、２年延長（法附第
32条の８第２項）

3　住宅・土地税制関係

⑴　住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制

度について、適用期限を５年延長するとともに、次の
措置を講ずる。
ア　住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの

間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金
等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとす
る。
表１

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額 控除率

平成21年 10年間 5,000万円 1.0％
平成22年 10年間 5,000万円 1.0％
平成23年 10年間 4,000万円 1.0％
平成24年 10年間 3,000万円 1.0％
平成25年 10年間 2,000万円 1.0％

イ　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定
する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの

（以下「認定長期優良住宅」という。）の新築又は建
築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得
をして平成21年から平成25年までの間に居住の用に
供した場合の特例を創設し、その控除期間、住宅借
入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおり
とする。
表２

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額 控除率

平成21年 10年間 5,000万円 1.2％
平成22年 10年間 5,000万円 1.2％
平成23年 10年間 5,000万円 1.2％
平成24年 10年間 4,000万円 1.0％
平成25年 10年間 3,000万円 1.0％

ウ　住宅の取得等をして居住の用に供した居住者が、
その居住の用に供した日からその年（以下「当初居
住年」という。）の12月31日までの間に勤務先から
転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に
よりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった
後、当該事由が解消し、再び当該住宅を居住の用に
供した場合には、当初居住年において居住の用に供
していたことを証する書類の提出等の一定の要件の
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下で、当該住宅の取得等に係る住宅借入金等を有す
る場合の所得税額の特別控除の適用年のうちその者
が再び居住の用に供した日の属する年（以下「再居
住年」という。）以後の各適用年（当該再居住年に
当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再居
住年の翌年以後の各適用年）について住宅借入金等
を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける
ことができる措置を講ずる。

（注）�　上記の改正は、平成21年１月１日以後に自己
の居住の用に供しなくなった場合について適用
する。

エ　居住者がその所有している家屋について、居住の
用に供する前に増改築等をして、6 ヶ月以内に居住
の用に供した場合には、当該増改築等について住宅
借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用
を受けることができる措置を講ずる。

（注）�　上記の改正は、増改築等をした居住用家屋を
平成21年１月１日以後に自己の居住の用に供す
る場合について適用する。

オ　二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借
入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置その
他所要の措置を講ずる。

カ　個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制
度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項
について、所要の整備を行う。
⑵　�長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特

別控除の創設
ア　居住者が、国内において、住宅の用に供する認定

長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのな
い認定長期優良住宅の取得をして、同法の施行の日
から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した
場合（その新築等の日から６ヶ月以内にその者の居
住の用に供した場合に限る。）には、一定の要件の
下で、当該認定長期優良住宅の新築等に係る標準的
な性能強化費用相当額（1,000万円を限度）の10％
に相当する金額をその年分の所得税額から控除（当
該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合
には、翌年分の所得税額から控除）する。

（注1）�　上記の「標準的な性能強化費用相当額」とは、
認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、長期優
良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性
能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその
基準に適合するために必要となる標準的な費用
を基に平米当たりで定められた金額に当該認定
長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額を
いう。

（注2）���その年分の合計所得金額が3,000万円を超え�
る場合には適用しない。

イ　上記⑴　の税額控除は、確定申告書に、当該控除
に関する明細書、長期優良住宅建築等計画の認定書
の写し及び登記事項証明書等の一定の書類の添付が
ある場合に適用するものとする。

ウ　上記１の住宅借入金等を有する場合の所得税額の
特別控除との選択適用とするほか、居住用財産の買
換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ず
る。

⑶　�既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得
税額の特別控除の創設

ア　居住者が、その者の居住の用に供する家屋につい
て一定の省エネ改修工事を行った場合において、当
該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日まで
の間にその者の居住の用に供したときは、一定の要
件の下で、当該省エネ改修工事の費用の額と当該省
エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいず
れか少ない金額（200万円（太陽光発電装置を設置
する場合は、300万円）を限度）の10％に相当する
金額をその年分の所得税額から控除する。

（注1）����上記の「一定の省エネ改修工事」とは、①全
ての居室の窓全部の改修工事、②床の断熱工
事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事又は⑤
太陽光発電装置設置工事（②〜⑤については、
①の工事と併せて行うものに限る。また、①〜
④については、改修部位の省エネ性能がいずれ
も平成11年基準以上となるもの、⑤については
一定のものに限る。）であって、その工事費用
の額が30万円を超えること等一定の要件を満
たすものをいう。

（注2）����一定の省エネ改修工事の証明は、住宅の品質
確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性
能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査
機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属
する建築士が行うものとする。

（注3）����上記の「標準的な工事費用相当額」とは、省
エネ改修工事の改修部位ごとに単位当たりの標
準的な工事費用の額として定められた金額に当
該省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計
算した金額をいう。

（注4）���平成21年分に本税額控除の適用を受けた者
は、平成22年分においてはその適用を受けるこ
とはできない。

（注5）�� �その年分の合計所得金額が3,000万円を超え
る場合には適用しない。
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イ　一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋
について一定のバリアフリー改修工事を行った場合
において、当該家屋を平成21年４月1日から平成22
年12月31日までの間にその者の居住の用に供したと
きは、一定の要件の下で、当該バリアフリー改修工
事の費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標
準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額（200
万円を限度）の10％に相当する金額をその年分の所
得税額から控除する。

（注1）����上記の「一定の居住者」とは、次のいずれか
に該当する者とする。
鉉　50歳以上の者
鉤　介護保険法の要介護又は要支援の認定を受

けている者
鉈　障害者である者
銕　居住者の親族のうち上記②若しくは③に該

当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居
している者

（注2）����上記の「一定のバリアフリー改修工事」とは、
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便
所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引
き戸への取替え又は床表面の滑り止め化を行う
工事であって、その工事費用の額（補助金等を
もって充てる部分を除く。）が30万円を超える
こと等一定の要件を満たすものをいう。

（注3）����一定のバリアフリー改修工事の証明は、住宅
の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録
住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確
認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所
に所属する建築士が行うものとする。

（注4）����上記の「標準的な工事費用相当額」とは、バ
リアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの
標準的な工事費用の額として定められた金額に
当該バリアフリー改修工事を行った床面積等を
乗じて計算した金額をいう。

（注5）���平成21年分に本税額控除の適用を受けた者
は、平成22年分においてはその適用を受けるこ
とはできない。ただし、平成22年において要介
護状態区分等が３段階以上上昇した場合には、
この限りでない。

（注6）���その年分の合計所得金額が3,000万円を超える
場合には適用しない。

ウ　同一年中に上記⑴及び⑵の改修工事を行い、その
者の居住の用に供した場合におけるその年分の所得
税額から控除する金額は、上記⑴　及び⑵　により
計算した金額の合計額（20万円（太陽光発電装置を

設置する場合は、30万円）を限度）とする。
エ　上記⑴　から⑶　までの税額控除は、確定申告

書に、当該控除に関する明細書、それぞれの改修工
事に該当する旨を証する書類及び登記事項証明書等
の一定の書類の添付がある場合に適用するものとす
る。

オ　上記⑴　から⑶　までの税額控除は、上記１の住
宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び
下記4の特定の増改築等に係る住宅借入金等を有す
る場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の
適用を受ける場合には適用しない。

⑷　�特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用
期限を5年延長するとともに、期限延長に伴う所
要の措置を講ずる。

⑸　�既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別
控除について、次の措置を講じた上、適用期限を
5年延長する。

ア　地方公共団体が作成する耐震改修計画において、
補助対象が耐震診断のみの場合も含めるほか、補助
金額の下限要件を撤廃することにより、適用対象区
域を拡大する。

イ　税額控除の対象となる金額について、住宅耐震改
修に要した費用の額と当該住宅耐震改修に係る標準
的な工事費用相当額のいずれか少ない金額とする。

（注1）����上記の改正は、平成21年１月１日以後に行う
住宅耐震改修について適用する。

（注2）����住宅耐震改修工事の証明は、地方公共団体の
長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基
づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づ
く指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築
士事務所に所属する建築士が行うものとする。

（注3）����上記の「標準的な工事費用相当額」とは、住
宅耐震改修工事の種類ごとに単位当たりの標準
的な工事費用の額として定められた金額に当該
住宅耐震改修工事を行った床面積等を乗じて計
算した金額をいう。

⑹　�住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記
又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定
登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用
期限を２年延長する。

⑺　�平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期
譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

ア　個人が、平成21年１月１日から平成22年12月31日
までの間に取得をした国内にある土地等で、その年
１月１日において所有期間が５年を超えるものの譲
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渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る長期
譲渡所得の金額から1,000万円（当該長期譲渡所得
の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期
譲渡所得の金額）を控除する。

イ　上記アの特別控除は、法人も同様とする。
⑻　�平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をし

た場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日ま

での期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取
得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに
この特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場
合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後
10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡
をしたときは、その先行して取得をした土地等につい
て、他の土地等の譲渡益の100分の80相当額（その先
行して取得をした土地等が平成22年１月１日から平成
22年12月31日までの期間内に取得をされたものである
場合には、100分の60相当額）を限度として、圧縮記
帳ができることとする。

（注）�　土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の
特例と同様に、本特例の対象とはならない。また、
個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない
場合には、本特例の対象とはならない。

⑼�　土地の売買による所有権の移転登記等に対する登
録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、
平成21年４月１日以後に引き上げることとしてい
た税率を２年間据え置き、平成23年４月１日から
段階的に引き上げることとする。

ア　土地の売買による所有権の移転登記（現行1,000
分の10）

平成21年４月１日から平成23年３月31日まで
1,000分の10

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで
1,000分の13

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで
1,000分の15

イ　土地の所有権の信託の登記（現行1,000分の２）
平成21年４月１日から平成23年３月31日まで

1,000分の２
平成23年４月１日から平成24年３月31日まで

1,000分の2.5
平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

1,000分の３
⑽　�上記９の見直しに併せ、次に掲げる不動産の登記

に対する登録免許税の税率の軽減措置について、
平成21年４月１日以後に引き上げることとして

いた税率を１年間据え置くこととする。
ア　特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動

産を取得した場合等の所有権の移転登記（現行1,000
分の８）

イ　農地保有合理化法人が農用地区域内の農用地を取
得した場合の所有権の移転登記（現行1,000分の８）

ウ　漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により
漁業協同組合連合会の権利義務の包括承継をした場
合の不動産の所有権の移転登記（現行1,000分の４）
及び不動産の地上権等の移転登記（現行1,000分の
２）

エ　農業協同組合が農業協同組合法の規定による認可
を受けて他の農業協同組合と合併をした場合の不動
産の所有権の移転登記（現行1,000分の2.5）

⑾　�特定の資産の買換えの場合等の課税の特例につい
て、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、
建物、機械装置等への買換えの適用期限を３年延
長する。

⑿　�優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場
合の長期譲渡所得の課税の特例について、大都市
地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措
置法の認定及び開発許可を受けて行われる複合的
宅地開発事業の事業者に対する譲渡を除外した
上、その適用期限を５年延長する。

⒀　�特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した
場合の1,500万円特別控除について、次の措置を
講ずる。

ア　特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡
した場合の適用期限を３年延長する。

イ　適用対象から、中小小売商業振興法の高度化事業
計画に基づく高度化事業の用に供するために土地等
を譲渡した場合を所要の経過措置を講じた上除外す
る。

⒁　�農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場
合の800万円特別控除について、適用対象から農
用地区域内の特定遊休農地を農業経営基盤強化促
進法に規定する勧告に係る協議により特定農業法
人に譲渡した場合を除外する。

⒂　�認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にあ
る土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
の適用期限を２年延長する。

⒃　�短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等
に係る事業所得等の課税の特例について、適用停
止措置の期限を５年延長する。

⒄　�法人の土地譲渡益（一般・短期）に対する追加課
税制度について、次の措置を講ずる。
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ア　適用停止措置の期限を５年延長する。
イ　一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措

置（優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外）
の範囲から大都市地域における優良宅地開発の促進
に関する緊急措置法の認定及び開発許可を受けて行
われる複合的宅地開発事業の事業者に対する譲渡を
除外した上、適用除外措置の期限を５年延長する。
⒅　�収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特

例等について、収用対象事業用地の買取りに係る
簡易証明制度の対象に、一般電気事業者の事業の
用に供される一定の規模以上の風力及び太陽光発
電施設を加える。

４　中小企業税制関係

⑴　�中小法人等の平成21年４月１日から平成23年３
月31日までの間に終了する各事業年度の所得の
金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税
の軽減税率を18％（現行22％）に引き下げる。

（注1）���中小法人等とは、次の法人をいう。
①�　普通法人のうち各事業年度終了の時にお

いて資本金の額若しくは出資金の額が1億
円以下であるもの又は資本若しくは出資を
有しないもの（保険業法に規定する相互会
社等を除く。）

②　公益法人等
③　協同組合等
④　人格のない社団等

　（注2）���協同組合等又は特定医療法人が連結親法人
である場合の税率は、単体制度と同様に、年
800万円以下の金額に対して19％（現行23％）
に引き下げる。

⑵　�中小法人等の平成21年２月１日以後に終了する
各事業年度において生じた欠損金額については、
欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができるこ
ととする。

　（注）���中小法人等の範囲は、上記⑴の項と同様。
⑶　�中小企業等基盤強化税制の適用期限を２年延長す

る。
⑷　�商店街の活性化に関する法律（仮称）の制定に伴

い、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡
した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、同
法の認定を受けた商店街活性化計画（仮称）又は
商店街活性化支援計画（仮称）に基づく事業の用
に供するために土地等を譲渡した場合を加える。

５　金融・証券税制

⑴　�上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税
率の特例の見直し

平成21年１月１日から平成23年12月31日までの間の上
場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率を
７％（住民税とあわせて10％）軽減税率とする。
⑵　�上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例

の延長
ア　平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間

に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に
対して支払う上場株式等の配当等に係る源泉徴収税
率に対する７％（住民税とあわせて10％）軽減税率
の特例を１年延長する。

イ　国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法
人若しくは外国法人に対して支払う上場株式等の配
当等に係る7％軽減税率の特例を平成23年12月31日
まで（現行：平成21年３月31日まで）延長する。

⑶　�源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例の
延長

平成21年１月１日から平成22年12月31日までの間の
源泉徴収選択口座における源泉徴収税率に対する７％

（住民税とあわせて10％）軽減税率の特例を１年延長
する。
⑷　�カバードワラントに対する課税方式等を以下のよ

うに見直すこととする。
ア　先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、

居住者等が金融商品取引所で取引されるカバードワ
ラントを譲渡した場合における譲渡所得等及び当該
カバードワラントに係る差金等決済をした場合にお
ける雑所得等を加える。

イ　金融商品取引所又は店頭で取引されるカバードワ
ラントの譲渡及び差金等決済について、先物取引に
関する支払調書制度等の対象とする。

（注）�　これらの改正は、平成22年１月１日以後に行
われるカバードワラントの譲渡及び差金等決済
について適用する。

⑸　確定拠出年金制度の拡充
ア　企業型確定拠出年金について、事業主拠出額を限

度とし、かつ、事業主拠出と合計して拠出限度額の
範囲内で行う個人拠出（いわゆるマッチング拠出）
が導入されることに伴い、その掛金の全額を所得控
除の対象とする。

イ　確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり
引き上げる。
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①　企業型
他の企業年金がない場合� （現行）月額4.6万円

�　　　　　　　　　　　　　 �（改正案）月額5.1万円
他の企業年金がある場合� （現行）月額2.3万円

� （改正案）月額2.55万円
②　個人型

企業年金がない場合� （現行）月額1.8万円
� （改正案）月額2.3万円

⑹　�特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計
算等の特例等について、特定口座に受け入れるこ
とができる上場株式等の範囲に次に掲げるものを
加える。

ア　従業員持株会等を通じて取得した上場株式等で、
当該従業員持株会等の事務の委託を受けている金融
商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に受け
入れられるもの

イ　生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変
更に伴いその社員に割り当てられる株式等で、その
株式等の上場の際に一定の方法により特定口座に受
け入れられるもの

ウ　金融商品取引所等に上場する日前から引き続き所
有していた株式等で、その上場の際に一定の方法に
より特定口座に受け入れられるもの

エ　特定口座以外の口座で管理されていた被相続人、
贈与者又は遺贈者（以下「被相続人等」という。）
の上場株式等で、当該口座が開設されていた金融商
品取引業者等の営業所に当該被相続人等に係る相続
人、受贈者又は受遺者が開設している特定口座に一
定の方法により移管されるもの

オ　特定口座内保管上場株式等について、所得税法の
規定による課税繰延べ要件を満たさない次に掲げる
事由が生じたことにより取得する上場株式等
①　取得請求権付株式に係る請求権の行使
②　取得条項付株式に係る取得事由の発生
③　全部取得条項付種類株式に係る取得決議
④　取得条項付新株予約権が付された新株予約権付

社債に係る取得事由の発生
⑤　特定口座内保管上場株式等について与えられた

取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生
⑺　�特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る

譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、平成21
年１月５日前に上場株式等に該当しないことと
なった内国法人の株式で同日に特定管理口座から
払い出されたものにつき、同日以後に株式として
の価値を失ったことによる損失が生じた場合とし

て当該株式を発行した株式会社の清算結了等の事
実が発生したとき（同日から当該事実が発生した
日までの間に当該株式と同一銘柄の株式を売買し
ていないことその他一定の要件を満たす場合に限
る。）を加える。

⑻　�上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみ
なし配当課税の特例の適用期限を１年延長する。

⑼　�公共法人等又は金融機関等が提出する国外公社債
等の利子等の源泉徴収不適用申告書について、国
外公社債等の利子等の支払の都度の提出を要しな
いこととする。

⑽　�内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人
が、国内において発行された上場公募株式投資信
託（特定株式投資信託を除く。）に係る信託契約
の終了又は一部の解約により支払いを受ける金銭
等のうち収益の分配に係る部分（国内において支
払われるものに限る。）については、所得税を課
さないこととする。
この場合において、当該信託契約の終了又は一

部の解約により金銭等の支払いをする者は、当該
支払いをする金銭等の額その他一定の事項を記載
した支払調書を、その信託契約の終了又は一部の
解約があった日の属する月の翌月末日までに、当
該支払いをする者の所轄税務署長に提出しなけれ
ばならないこととする。

（注）�　上記の改正は、平成21年４月１日以後の上
場公募株式投資信託に係る信託契約の終了又
は一部の解約について適用する。

（備考１）�　少額の上場株式等投資のための非課税措置
の創設

金融所得課税の一体化の取り組みの中で「貯蓄
から投資へ」の流れを促進する観点から、上
場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る
７％（住民税とあわせて10％）軽減税率が廃
止され15％（住民税とあわせて20％）本則税
率が実現する際に、以下を骨子とする少額の
上場株式等投資のための非課税措置を創設す
る。
ア　居住者等（満20歳以上の者に限る。）は、

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座
を開設できるものとする。

イ　非課税口座とは、本措置の施行の日から
５年内の各年において開設する③の非課税
措置の適用を受けるための口座（一の年に
つき一口座に限る。）で、その口座を開設
した日からその年12月31日までに取得をす
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る上場株式等（その取得対価の額の合計額
が100万円に達するまでのものに限る。）の
みを受け入れることとされているものをい
う。

ウ　非課税口座において当該口座を開設した
日の属する年の１月１日から10年内に生ず
る上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
等に対しては、所得税を課さないこととす
る。

⑵　今後、不正防止のための番号制度等を利用
した適正な口座管理方法や、非課税口座の設
定について要件違反があった場合における源
泉徴収の取扱い等の制度設計の詳細について
更に検討を進め、平成22年度改正において法
制上の措置を講ずる。

⑶　なお、金融所得課税の一体化については、
金融商品間の課税方式の均衡化や上場株式等
の配当所得と譲渡所得等との間における損益
通算の範囲の拡大を踏まえ、今後、税の中立
性を勘案しつつ、その他の金融資産性所得も
対象とした一体化について、引き続き推進す
る。

（備考２）　生命保険料控除の改組
　生命保険料控除制度を以下のように改組する。

⑴　生命保険契約等のうち介護（費用）保障又
は医療（費用）保障を内容とする主契約又は
特約に係る保険料等について、現行の一般生
命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除（介
護医療保険料控除）を創設する。

⑵　一般生命保険料控除及び個人年金保険料控
除の適用限度額をそれぞれ4万円（現行：5万
円）とする。

⑶　上記⑴及び⑵の各保険料控除の控除額の計
算は以下のとおりとする。

年間の支払保険料等� 控　除　額
20,000円以下� 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下� 支 払 保 険 料 等 ×1/2＋

10,000円
40,000円超80,000円以下� 支 払 保 険 料 等 ×1/4＋

20,000円
80,000円超� 一律40,000円

⑷　生命保険契約等の主契約又は特約の保障内
容に応じ、その契約に係る保険料等を各保険
料控除に適用する。

⑸　上記の新制度については、新制度の施行日
以後に締結した生命保険契約等について適用

し、同日前に締結した生命保険契約等につい
ては従前の制度を適用する。

この場合において、新制度と従前の制度の
双方の控除の適用があるときにおける合計適
用限度額は12万円とする。

⑹　新制度は、平成24年分以後の所得税につい
て適用する。今後、保険会社等におけるシス
テム改修の必要性、契約内容の見直し等の場
合の取扱い、各保険商品の保険料控除の適用
関係等、制度移行に伴う諸課題について更に
検討を進め、平成22年度改正において法制上
の措置を講ずる。

6　その他（経済危機対策関係）

⑴　所得税関係
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の

改正
ア　平成22年及び平成23年の各年分における税額控除

の適用を受けることができる限度額が、その年分の
事業所得に係る所得税額の20％相当額から30％相当
額に引き上げ

イ　平成22年又は平成23年に生じた繰越税額控除限度
超過額については、平成24年分及び平成25年分にお
ける繰越控除が対象

上記の改正に伴い、その年において、試験研究を
行った場合の所得税額の特別控除等の複数の税額控
除に関する規定の適用を受ける場合に、特別控除に
よる控除税額の合計額のうち、その年分の事業所得
に係る所得税額を超える部分の金額は、各特別控除
の繰越税額控除限度超過額として繰越控除できるこ
とを明確化

⑵　法人税関係
ア　交際費等の損金不算入制度について、平成21年４

月１日以後に終了する事業年度から、資本金１億円
以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から600
万円に引き上げ

イ　試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験
研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税
制について、以下の改正
鉉　平成21年度及び平成22年度に開始した事業年度

の特例
平成21年４月１日から平成23年３月31日までの

間に開始する事業年度における税額控除の適用を
受けることができる限度額が、当期の法人税額の
20％から30％に引き上げ
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鉤　平成23年度に開始した事業年度の特例
平成23年４月１日から平成24年３月31日までの

間に開始する事業年度において税額控除限度超過
額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象とな
る金額に平成21年度に生じた繰越税額控除限度超
過額を含めることとされました。また、平成21年
度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過
額がある場合に、繰越控除の適用を受けることが
できる限度額は、当期の法人税額の30％
鉈　平成24年度に開始した事業年度の特例

平成24年４月１日から平成25年3月31日までの
間に開始する事業年度において税額控除限度超過
額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象とな
る金額に平成21年度又は平成22年度に生じた繰越
税額控除限度超過額を含めることとされました。
この場合に、繰越控除の適用を受けることができ
る限度額は、当期の法人税額の30％

上記.の改正に伴い、一事業年度において複数
の法人税の特別税額控除制度の適用を受けること
ができる場合には、これらの特別税額控除制度に
よる控除税額の合計額のうち、当期の法人税額を
超える部分の金額は、繰越税額控除限度超過額と
して繰越控除できることが明確化

⑶　相続税・贈与税関係
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税の創設平成21年１月１日から平成22年
12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属か
らの贈与（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除
きます。）により取得した金銭で、自己の居住の用に
供するための住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に
充てるためのものについては、500万円まで贈与税の
課税価格に算入しない

第２節　農業経営政策

１　農業経営基盤強化促進法の運営

農業経営の規模拡大と農用地の効率的な利用の促進
を図ることを目的に、昭和50年に農業振興地域の整備
に関する法律の一部改正により農用地利用増進事業が
創設された。また、昭和55年にはこの事業をさらに発
展させ、地域全体として農業生産力の増進を図るため、
農用地利用増進法が制定された。

その後、近年の農業・農村をめぐる状況の変化に対
応して、平成５年、「効率的かつ安定的な農業経営を
育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担

うような農業構造を確立するための措置を総合的に講
じ、農業の健全な発展に寄与する」ことを目的に、農
用地利用増進法を一部改正し、法律名を「農業経営基
盤強化促進法」（以下「基盤強化法」という。）と改め、
現在に至っている。主な制度の内容とその運用状況等
については、下記のとおりである。
⑴　�農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等の

作成
都道府県及び市町村が、それぞれ農業経営基盤の強

化のため、基本方針（基盤強化法第５条の規定に基づ
き都道府県が定める農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本方針をいう。以下同じ。）及び基本構想（基盤
強化法第６条の規定に基づき市町村が定める農業経営
基盤の強化の促進に関する基本的な構想をいう。以
下同じ。）を作成し、農業経営基盤の強化の促進に関
する目標、育成すべき農業経営に関する目標、効率的
かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用
集積に関する目標等を定めることとしている。なお、
基本構想策定市町村数（特別区を含む。）は、平成22
年３月末時点で1,661（特別区を含む全1,750市町村中）
となった。

⑵　農業経営改善計画の認定制度
農業者が作成する農業経営の規模の拡大、生産方式・

経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業経営
の改善を図るための農業経営改善計画を、市町村が基
本構想に照らして認定する。

この認定農業者に対しては、日本政策金融公庫によ
る低利融資、農業委員会による農地利用集積の支援、
税制上の特例措置等の施策を重点的に実施することと
している。なお、認定農業者数については、平成22年
度３月末時点で249,376（前年同月比3,271（1.3％）の
増加）となった。

⑶　農業経営基盤強化促進事業
市町村が基本構想で明らかにした育成すべき効率的

かつ安定的な農業経営を育てていくため、農業経営基
盤の強化を総合的に推進することとしている。
ア　利用権設定等促進事業

貸し借りを中心に農用地等の権利移動を円滑に進
める事業で、市町村が農地の貸し手、借り手の間を
調整して、権利の設定、移動をまとめた「農用地利
用集積計画」を作成、公告することにより農用地等
の貸借、売買を行うものである。

イ　農地保有合理化事業の実施を促進する事業
農地保有合理化法人が行う農地売買等事業等の農

地保有合理化事業の実施を促進するものである。
ウ　農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
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農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事
業等の農地利用集積円滑化事業の実施を促進するも
のである。

エ　農用地利用改善事業
一定地域内の農業者等が協力し、作付地の集団化、

農作業の効率化等及びこれらを実施するに当たって
必要となる農地利用調整等を進めるための申し合わ
せ（農用地利用規程）を持った組織を作り、その意
向に基づき農用地の有効利用と総合的な農業生産
力の向上を進め、事業を促進するものである。な
お、特に農用地の受け手がいない地域等、将来の農
業の担い手の確保に不安がある地域においては、地
域の農用地の利用を集積して適切に管理し、有効利
用する農業生産法人や団体を農用地利用規程に明確
化（特定農業法人・特定農業団体）し、当該法人・
団体への農用地の利用集積を円滑に推進するための
支援措置を講じている。なお、平成22年３月末時点
で、農用地利用改善団体数は4,279（前年同月比150

（3.6％）の増加）、特定農業法人数は892（前年同月
比99（12.5％）の増加）、特定農業団体数は1,802前
年同月比41（2.2％）の減少）となった。

オ　その他農業経営基盤の強化を促進する事業
地域の労働力、機械、施設を有効的に利用するた

めに、農作業受委託のあっせん、受託農業者の組織
化等により農作業の受委託を促進するとともに、農
業従事者の養成及び確保を促進しようというもので
ある。

2　水田・畑作経営所得安定対策

本対策は、我が国の土地利用型農業の構造改革を加
速化するとともに、WTOにおける国際規律にも対応
し得るよう、これまで全農家を対象とし、品目毎の価
格に着目して講じてきた施策を、担い手を明確化した
上で、その経営の安定を図る対策に転換するものとし
て、平成19年産の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料
用ばれいしょから導入したところである。

これについては、平成17年３月に閣議決定された新
たな食料・農業・農村基本計画、同年10月に省議決定
した「経営所得安定対策大綱」により、着実に具体化
を図るとともに、平成18年６月に成立した「農業の担
い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律」により、制度的な枠組を整備したところである。

また、本対策については、対策導入初年度に、生産
現場からの要望など様々な意見が出されたため、それ
らを踏まえ、本対策が地域の実態に即したものとなる
よう、制度の改善について検討し、見直し内容を平成

19年12月21日に「農政改革三対策緊急検討本部」にお
いて決定したところである。

具体的には、本対策がより現場に定着するよう創設
された市町村特認制度の下で、それまで対象とならな
かった小規模や条件不利地域の農家等に対しても対策
への加入の途が開かれたことを踏まえ、着実な加入推
進に努めた。

⑴　対策の概要
ア　対象農産物

本対策の対象となる農産物は、
①　国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要

なものであること
②　①に該当する他の農産物と組み合わせた生産

が広く行われているものであること
という要件を満たす、米、麦、大豆、てん菜及びで
ん粉原料用に供するばれいしょの５品目としてい
る。

なお、生産条件不利補正交付金の対象となる特定
対象農産物については、対象農産物のうち、国境措
置が十分に高い水準にあり現時点において諸外国と
の生産条件の格差から生ずる不利が顕在化していな
い米を除いた、４品目としている。

イ　対象農業者
本対策の対象となる農業者は、将来的に効率的か

つ安定的な農業経営となり、他産業並みの所得を確
保し得る農業経営に発展していく努力を促す観点か
ら、認定農業者は４ha以上（北海道10ha以上）、集
落営農組織は20ha以上の経営規模を有することを
原則としている。

これに加え、農地が少ない場合の物理的特例や複
合経営の場合の所得特例などの各種特例を設けてい
るほか、平成20年産からは市町村特認制度を創設し、
地域農業の担い手として市町村が認めた場合には、
面積にかかわらず加入できることとしている。

ウ　生産条件不利補正交付金
我が国は、諸外国に比べて農業の生産条件が不利

であるため、諸外国との生産コストの格差が存在し、
個々の農業者による自助努力だけでは経営が成立し
得る収入が得られない状況にある。

このため、コスト格差の下でもこれらの農業に係
る担い手の経営安定が図られるよう、標準的な生産
費が国内における標準的な販売価格を上回る対象農
産物（＝特定対象農産物）について、当該生産条件
の格差に起因する不利の補正を補てんするための交
付金（生産条件不利補正交付金）を交付することと
している。
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エ　収入減少影響緩和交付金
農産物の生産については豊凶変動等の需給変動が

あるため、これを原因として収入の予期せぬ減少が
生じた場合には、経営に深刻な影響を与え、食料の
安定供給の確保にも支障を来すこととなるおそれが
ある。
こうした農業収入の減少は、農業経営に伴う必然的

なリスクであるため、個々の農業者自らの対応が求め
られるものであるが、豊凶変動等の需給変動は経営規
模の大きい農業者ほどその影響が甚大となる中で、こ
れを放置した場合には、国民に対する食料の安定供給
の確保という国の農業政策上最も重要な政策課題の達
成ができなくなる。

このため、
①　対象農産物に係る当年産の収入が、
②　対象農産物に係る標準的な収入を下回った場合

において、
③　農業者と国による拠出の範囲内で当該減少した

額の一部を補てんする
ための交付金（収入減少影響緩和交付金）を交付する
こととしている。

⑵　平成21年産の加入申請状況
平成21年産の水田・畑作経営所得安定対策について

は、本対策に加入する農家を対象とした加入申請受
付を、平成21年４月１日から同年６月30日までの間に
行った。

この結果、全国で85,233経営体、うち認定農業者
79,557経営体、集落営農組織5,676経営体となった。こ
のうち、平成20年産から創設された市町村特認による
加入は12,367経営体となった。

各品目毎の平成21年産作付予定面積は、
・　米� 490,866ha
・　４麦� 256,327ha
・　大豆� 120,899ha
・　てん菜� 64,098ha
・　でん粉原料用� 20,741ha
　　ばれいしょ
となった。

3　担い手の育成・確保

⑴　担い手への支援の集中化・重点化
食料・農業・農村基本計画（平成17年３月閣議決定）

においては、望ましい農業構造の確立に向けた担い手
の育成・確保を図るため、水田・畑作経営所得安定対
策をはじめ農業経営に関する各種施策を、担い手であ
る認定農業者や集落営農組織に集中的・重点的に実施

して農業の体質強化を図っていくこととしている。
これを受けて、これら担い手の育成・確保を図るた

め、平成19年度からスタートした水田・畑作経営所得
安定対策の着実な推進を図るとともに、企業的な農業
経営を目指した経営展開の取組への支援、担い手の数
そのものの増加を図る“量的な拡大”の取組に加え、
経営診断の実施、法人化の推進など、経営の合理化を
図る“質的な向上”のための取組を強化した。

⑵　　担い手のニーズに即した支援
21年度における担い手向けの主な支援策は次のとお

り。
ア　担い手アクションサポート事業

担い手育成総合支援協議会が行う認定農業者等の
経営発展に必要な研修、経営診断・指導、ネットワー
ク組織の設立、経営再生等の活動を総合的に支援す
る。

（予算額　30億１千万円）
イ　担い手経営展開支援リース事業

担い手が、規模拡大等による農業経営の改善を図
るために必要な農業用機械等のリース方式による導
入を支援する。

（予算額　６億円）
（第１次補正予算額　28億円）

ウ　経営者組織連携研さん・高度経営支援事業のうち
経営者組織連携・研さん支援事業

複数の意欲ある農業経営者の団体・組織による新
たな横断的連携体制の構築を推進する事務局を設置
するとともに、その事務局による農産物展示会等の
イベントの企画、農業部門の枠を超えたネットワー
ク拡大を図る交流会の開催、農業支援情報の提供等
の活動を支援する。

（予算額　１千万円）
エ　農業経営創業・事業拡大支援事業

（独）中小企業基盤整備機構との連携の下、支援
施策の情報提供、経営相談、専門家派遣等を実施す
る。また、金融機関主催のビジネス商談会の取組を
推進することにより、農業法人の販路拡大を支援す
る。

（予算額　４千万円）
オ　農業法人経営発展支援事業

企業的な農業経営を目指して、既存又は新設の農
業法人が地域の農業者や食品メーカー等の企業など
との多様なネットワークを形成することにより、農
業界における「新たな経営展開の形」を確立する取
組に対し支援する。また、法人経営の中核を担う優
れた人材を養成するための研修プログラムの確立に
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向けた取組に対し支援する。
（予算額　２億円）

カ　集落営農法人化等緊急整備推進事業
集落営農の組織化、法人化に必要な農業用機械施設

等の整備、経営安定のための戦略づくりや農産物加工
等の取組に必要な実証活動への支援の他、リーダー人
材不足地域への集落リーダーの派遣に係る経費を支援
する。

（第１次補正予算額　34億８千万円）
キ　強い農業づくり交付金のうち集落営農育成・確保

緊急整備支援
集落内での農業用機械の共同利用を契機とした集

落営農の組織化・法人化を推進するため、集落営農
組織等が実施する農業用機械の整理合理化計画の策
定、高生産性農業用機械の新規導入、小規模基盤整
備、簡易な施設の整備等の活動を支援する。

（予算額　244億２千万円の内数）
ク　農地確保・利用支援事業

農地を確保し、最大限利用するため、地域の農地
の受け手の状況に応じて、特定農業法人等による耕
作放棄地の引受け、市町村農地保有合理化法人等に
よる農地の保全管理、委任・代理等の方式で農地を
面的に集積していく実証的な取組等を支援する。

（予算額　71億円）　
ケ　地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

担い手による融資を主体とした農業用機械施設等
の導入に際して、融資残の自己負担部分への補助や
追加的な信用供与等の支援を実施する。

（予算額　81億４千万円）
（第１次補正予算額　10億５千万円）

コ　土地改良負担金総合償還対策事業（水田・畑作経
営所得安定対策等支援事業）

土地改良事業等につき、水田・畑作経営所得安定
対策加入者などの担い手の経営面積の集積増加率が
一定以上となることが見込まれる場合、農家負担金
の一定割合を無利子で融資する。

サ　農業経営基盤強化準備金制度
水田・畑作経営所得安定対策、米政策改革推進対

策、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）
の導入に伴う交付金等を準備金として積み立てた場
合、その積立額を損金算入できるとともに、その準
備金を取り崩して農用地、農業用機械・施設等を取
得した場合、圧縮記帳ができる。

シ　農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
認定農業者の育成・経営改善を図るために長期資

金を融資する。

�・認定農業者が借り受ける資金を無利子で融通
�・担い手が緊急に必要とする小口の資金について、

迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断
ス　農業近代化資金

意欲と能力をもって農業を営む者に対し、経営展
開に必要な資金を長期かつ低利で融資する。
�・認定農業者が借り受ける資金を無利子で融通
�・集落営農組織が借り入れる資金について、金利

負担軽減措置を実施
�・担い手が緊急に必要とする小口の資金について、

迅速に無担保・無保証人での融資の可否を判断
セ　農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）

認定農業者の育成・経営改善を図るために短期運
転資金を融資する。

第３節　災害対策

平成21年は、風水害による被害が顕著であった。
台風については、発生数は22個と平年より少なかっ

たものの、平成21年７月中国・九州北部豪雨や台風第
９号、台風第18号により、人的被害や住宅被害などが
発生した。

地震については、８月に駿河湾を震源とする地震が
発生し、最大で震度６弱を観測した。

これらの災害により、農地・農業用施設、林地、林
道、農作物、営農施設、漁港、漁業用施設等に被害が
発生し、平成21年の農林水産関係被害は、農林水産物
で約135億円、農林水産関係施設で約675億円の合計総
額約810億円の被害額となった。

主な災害の概要等は、以下のとおりである。

１　台風等風水害

⑴　平成21年7月中国・九州北部豪雨（7／19〜 26）
ア　災害の状況

７月19日から21日にかけて、前線の活動が活発
化し、山口県の防府では、１時間で72.5㎜、24時間
で275.0㎜の雨を観測した。この３日間で、７月の
月間降水量平均値に相当する大雨が防府（332.0㎜）
と山口（294.5㎜）で観測された。

また、7月24日から26日にかけて再び前線の活動
が活発化し、１時間雨量の観測史上１位の値を長崎
県壱岐市の芦辺（103.0㎜）、福岡県の篠栗（100.5㎜）
と飯塚（101.0㎜）などで更新し、24時間雨量でも、
広島県の東広島（215.5㎜）、福岡県の篠栗（326.5㎜）、
飯塚（338.0㎜）、那珂川町の九千部山（333.0㎜）な
どで観測史上１位の値を更新した。３日間の総雨量
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では、７月の月間降水量平均値の２倍に相当する雨
が、福岡県の太宰府（618.0㎜）、飯塚（568.0㎜）で
観測された。

この大雨により、死者35名、負傷者59名、住家
の全壊・半壊及び一部損壊382棟、床上・床下浸水
11,864棟などの被害が発生した。

農林水産関係では、山口県、福岡県、佐賀県など
をはじめとする中国地方や九州地方を中心に、農地
6,168箇所、農業用施設等5,896箇所、林地荒廃718箇
所、治山施設10箇所、林道施設1,571箇所、水稲、大豆、
野菜を中心とした農作物等に、総額で約302億円の
被害が発生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、７月21日に災害情報連絡室を設

置。中国四国農政局に災害対策本部を設置。
②　各都道府県に対し、農作物等の被害を最小限に

抑え、生育の回復を図るための適切な対応が行わ
れるよう技術指導の徹底について通知。

③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。

④　農村振興局、中国四国農政局、林野庁及び近畿
中国森林管理局等の担当官を現地に派遣。

⑤　政府は、この災害に対し、「平成二十一年六月
九日から八月二日までの間の豪雨による災害」と
して激甚災害に指定し、農地等の災害復旧事業等
に係る補助の特別措置等を適用（８月28日公布）。

⑵　台風第9号（8／ 8〜 11）
ア　災害の状況

８月８日に日本の南で発生した熱帯低気圧は、北
上しながら９日15時に台風第９号となり、10日には
紀伊半島の南へ進み、11日には東海、関東地方の南
を東に進んだ。この熱帯低気圧と台風周辺の非常に
湿った空気の影響で、中国、四国地方から東北地方
にかけて大雨となり、１時間雨量の観測史上１位の
値を、徳島県那賀町の木頭（100.5㎜）、高知県津野
町の船戸（95.0㎜）、兵庫県佐用町の佐用（89.0㎜）
で更新し、24時間雨量でも、佐用（327.0㎜）、岡山
県美作市の今岡（232.0㎜）で、観測史上１位の値
を更新した。

この台風により、死者・行方不明者27名、負傷者
23名、住家の全壊・半壊及び一部損壊1,346棟、床上・
床下浸水5,602棟の被害が発生した。

農林水産関係では、京都府、兵庫県、岡山県、徳
島県、高知県などをはじめとする、近畿地方や中国
四国地方を中心に、農地4,150箇所、農業用施設等
3,013箇所、林地荒廃303箇所、治山施設16箇所、林

道施設1,007箇所、水稲、野菜を中心とした農作物
等に、総額で約193億円の被害が発生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、８月10日に災害情報連絡室を設

置。
②　各都道府県に対し、農作物等の被害を最小限に

抑え、生育の回復を図るための適切な対応が行わ
れるよう技術指導の徹底について通知するととも
に、農業共済団体等に対し、技術指導通知の周知
と共済金の早期支払体制の確立等について通知。

③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。

④　農村振興局、近畿農政局、中国四国農政局及び
林野庁の担当官を現地に派遣。

⑤　政府は、この災害に対し、「平成二十一年八月
八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨に
よる災害」として激甚災害に指定し、農地等の災
害復旧事業等に係る補助の特別措置等を適用（９
月15日公布）。

⑶　台風第18号（10／ 6〜 9）
ア　災害の状況

９月30日に発生した台風第18号は、10月６日には
非常に強い勢力で南大東島の南を進んだ。台風は、
四国の南海上を北東に進んだ後、強い勢力を維持し
たまま、８日５時過ぎに愛媛県知多半島付近に上陸
し東海地方、関東甲信地方、東北地方を縦断、９日
には暴風域を保ったまま北海道の南を北東へ進ん
だ。

この台風は沖縄県南大東村では最大風速39.1m、
最大瞬間風速58.9mを、北海道えりも岬で最大風速
36.0m、最大瞬間風速47.2mを、愛知県常滑市セン
トレアでは最大風速32.7m、最大瞬間風速44.2mと
猛烈な風を記録した。また、８日に茨城県の土浦市、
龍ヶ崎市、千葉県の山武郡九十九里町から山武市に
かけて竜巻が発生した。

この台風により、死者５名、負傷者137名、住家
の全壊・半壊及び一部損壊4,665棟、床上・床下浸
水3,637棟の被害が発生した。

農林水産関係では、北海道から沖縄の全国の地域
で、農地1,707箇所、農業用施設等1,181箇所、林地
荒廃180箇所、治山施設346箇所、林道施設971箇所、
養殖施設1,608箇所、漁港施設72箇所、野菜、果樹
を中心とした農作物やビニールハウス等に、総額で
約305億円の被害が発生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、10月７日に災害情報連絡室を設
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置。東北農政局、北陸農政局、東海農政局、近畿
農政局に災害対策本部を設置。

②　各都道府県に対し、農作物等の事前の対策と被
害拡大防止の徹底について通知するとともに、農
業共済団体等に対し、農作物関係通知の周知と共
済金の早期支払体制の確立等について通知。

③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。

④　政府は、この災害に対し、「平成二十一年十月
六日から同月八日までの間の暴風雨による三重県
津市等の区域に係る災害」として激甚災害に指定
し、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措
置等を適用（11月18日公布）。

２　地震による災害

⑴　駿河湾を震源とする地震（8／ 11）
ア　災害の状況

８月11日５時７分、駿河湾を震源とするM6.5の
地震が発生し、静岡県伊豆市、焼津市、牧之原市、
御前崎市で震度６弱、静岡県東伊豆町、松崎町、西
伊豆町、伊豆の国市、富士宮市、静岡市、袋井市、
菊川市で震度５強などを観測した。

この地震により、死者１名、負傷者319名、住家
の半壊・一部損壊8,678棟、建物火災２棟の被害が
発生した。

農林水産関係では、静岡県で、農地48箇所、農業
用施設等38箇所、林地荒廃８箇所、林道施設３箇所
等に、総額で約10億円の被害が発生した。

イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省では、８月11日に災害情報連絡室を

設置。関東農政局に災害対策本部を設置。
②　水産庁の担当官を現地に派遣。

３　農林水産業防災対策関係予算

平成21年度の農林水産業防災対策関係予算は、表３
のとおりである。

表３　農林水産業防災対策関係予算
（単位：百万円）

　事　　　項� 平成21年度予算額
１　災害予防� 5,983

⑴　防災施設整備の整備� 5,983
情報収集・伝達体制の整備� 18
漁港漁村の防災対策施設の整備� 137,318
� の内数
農山村の防災機能強化の促進� 620

緊急時の農業用水利施設の活用・整備� 25
農村防災・災害対応の指導体制強化� 23
地域防災対策総合治山事業� 3,885
土砂流出防止林造成事業� 289
雪崩防止� 304
林野火災予防施設の整備等� 819

２　国土保全� 207,965
⑴　治山事業� 90,389

国有林治山事業� 29,369
民有林直轄治山事業� 6,770

治山事業　� 6,654
治山計画等に関する調査� 116

民有林補助治山事業� 54,250
⑵　地すべり対策事業� 15,155

農振局分　直轄� 1,300
補助� 5,010

林野庁分　直轄� 4,085
補助� 4,760

⑶　海岸事業� 17,965

直轄� 3,738

補助� 14,227
⑷　農地防災事業� 76,744

国営総合農地防災事業� 31,123
農地防災事業� 45,621

⑸　災害関連事業� 4,748
直轄地すべり対策災害関連緊急事業� 50
災害関連緊急地すべり対策事業� 566
農業用施設等災害関連事業� 162
農地災害関連区画整備事業� 8
海岸保全施設等災害関連事業� 2
災害関連農村生活環境施設復旧事業� 197
直轄治山等災害関連緊急事業� 3,724
治山施設災害関連事業� 12
林地崩壊対策事業� 23
森林災害復旧事業� 1
国有林森林災害復旧造林事業� 1
漁港等� 2

⑹　地盤沈下対策事業等� 2,385
⑺　その他の事業� 579

保安林整備管理事業� 553
特殊地下壕対策事業� 26

３　災害復旧等� 132,779
⑴　災害融資� 103
⑵　災害保険� 118,523

農業共済保険� 95,127
森林保険� 4,988
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漁業共済保険� 10,502
漁船損害保険� 7,906

⑶　災害復旧� 14,153
ア　公共土木施設� 2,792

直轄事業� 1,045
直轄地すべり防止施設復旧事業� 13
直轄治山施設災害復旧事業� 950
直轄漁港� 82

補助事業� 1,747
治山施設災害復旧事業� 693
海岸等� 33
漁　港� 1,021

イ　農林水産業施設� 9,682
直轄事業� 369

農業用施設� 369
補助事業� 9,313

農地� 1,100
農業用施設� 6,186
林道� 1,920
漁業用施設� 7
共同利用施設� 100

ウ　国有林（林道分）� 1,679
� ［35,000］

合　　　計� 346,727
（注１�）［　］書きは、農林漁業金融公庫及び㈱日本政策金

融公庫融資枠で外数である。
（注２）合計額は、内数分を除いた額の集計である。

第４節　新たな農地制度

１　改正農地法の概要

農地法は、昭和27年に、農地改革の成果を維持する
とともに戦前から立法化されてきた法制度の集大成と
して制定され、その後時代の要請に応じて制度改正が
なされてきたところである。直近の改正である平成21
年改正では、農地を最大限に有効利用するとともに、
これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するこ
とを内容とする改正を行ったところである。主な改正
内容は、下記の通りである。

⑴　農地法の目的等の見直し
農地が「地域における貴重な資源であること」、農

地を「効率的に利用する耕作者による地域との調和に
配慮した権利の取得を促進」すること等を明確化する
とともに、農地について権利を有する者の責務として、

「農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければなら

ない」旨の責務規定を創設した。
⑵　農地の権利取得に係る許可要件の見直し

農地の権利取得の要件を見直し、「地域との調和」
要件を創設するとともに、原則として農業生産法人に
限られている農地の貸借について、契約に解除条件を
つける等の一定の要件を満たした場合は農業生産法人
以外の法人であっても許可を可能とした。

⑶　農地転用規制の厳格化
病院、学校等の公共施設への転用についても許可不

要から協議制へ改めるとともに、違反転用に対する罰
則を強化した。

⑷　遊休農地対策の強化
遊休農地のうち地域の農業振興を図る観点から市町

村が指定したものについて必要な措置を講ずるという
従来の仕組みを改め、市街化区域内農地も含めた全て
の遊休農地を対象とする仕組みとするとともに、遊休
農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手
続きを農業委員会が一貫して行うこととした。更に所
有者不明の遊休農地についても知事の裁定で公社等が
利用できるように措置した。

⑸　農地の面的集積の推進
市町村段階の農地の面的集積組織（農地利用集積円

滑化団体）が委任を受けて、所有者を代理して農地を
貸し付ける仕組み等を創設した。

【農業経営基盤強化促進法において措置】
⑹　優良農地の確保を図る仕組みの充実

国及び県の基本方針において確保すべき農用地面積
の目標を明記するとともに、農用地区域内の農用地に
ついて、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼす恐
れがある場合には、同区域からの除外を行うことがで
きないこととした。

【農業振興地域の整備に関する法律において措置】

２　農地流動化の状況

農地の流動化については、昭和50年以降、所有権移
転（売買）によるものから利用権の設定（貸借等）に
よるものに重点が移ってきている。

売買と貸借等を合わせた年間の農地の権利移動面
積（世帯内の移動等（子供への贈与、使用貸借）を除
く）については、平成８年から平成10年までは毎年11
万ha台、平成11年から平成14年までは毎年13万ha台、
平成15年は14万ha台、平成16年及び平成17年は15万
ha台、平成18年は19万ha台、平成19年は21万ha台と
増加傾向で推移してきている。

平成20年の農地の権利移動面積は、水田・畑作経営
所得安定対策の導入による影響から大幅に増加した平
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成19年に比べて１万９千ha減の19万２千haとなった。
このうち、貸借等によるものが約８割を占めており、
そのほとんどは農業経営基盤強化促進法による利用権
設定によるものである。

３　農地流動化対策

「食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定
的な農業経営」が農業生産の相当部分を担うような農
業構造を確立するため、各種の施策を総合的に実施し
ている。

⑴　農地利用集積円滑化事業
農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するた

め、改正農地法（平成21年12月15日施行）により、農
業経営基盤強化促進法に位置付けられたものである。
本事業は、市町村の承認を受けた者（農地利用集積円
滑化団体）が、農地の所有者から委任を受けて、その
者を代理して農地の貸付け等を行うこと等を内容とす
る事業であり、次の事業からなる。
ア　農地所有者代理事業（法第４条第３項第１号イ）

農地利用集積円滑化団体が行う農用地等の所有者
の委任を受けて、その者を代理して農用地等につい
て売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の
委託を行う事業（当該委任に係る農用地等の保全の
ための管理を行う事業を含む）。

イ　農地売買等事業
農地利用集積円滑化団体が農用地等を買い入れ、

又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、
又は貸し付ける事業。

ウ　研修等事業
農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた

農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もう
とする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得す
るための研修その他の事業。　

⑵　農地利用集積対策
ア　農地確保・利用支援事業
鉉　交付金交付事業

ａ　農地引受交付金
特定農業法人等が地域の農地を積極的に引き

受けて農地の有効利用を行う取組を後押しする
ため、特定農業法人等が農地を引き受け営農す
る場合に必要な経費に対して交付金を交付す
る。

ｂ　保全管理交付金
農地保有合理化法人が地域の農地を積極的に

借入れ等をして、農地を確保し、その有効利用
を行う取組を後押しするため、農地保有合理化

法人が農地を借入れ等をして、当該農地を担い
手に貸付け等をするまでの間、保全管理を行う
農地の面積に応じて交付金を交付する。

ｃ　面的集積交付金
集積組織が農地所有者の委任を受けて、その

者を代理して農地について面的にまとまった形
で利用権設定等を行うことにより、また、集積
組織による農地の転貸等により、面的集積を実
現した場合に、その面積に応じて交付金を交付
する。

ｄ　面的集積条件整備交付金
ｃの面的集積交付金の取組により面的集積さ

れた農地について一層効率的な利用ができるよ
うにするため、畦畔除去や末端農業用用排水路
の補修等に必要な経費に対して交付金を交付す
る。

鉤　交付事務支援事業
アの鉉に規定する交付金交付事業の実施主体で

ある都道府県協議会が、交付金対象者の申請に基
づき行う交付金の交付及び資金の管理等を支援す
る。
鉈　全国団体事業

農地確保・利用支援事業の適正かつ円滑な実施
を図るため、関係機関・団体等で構成する委員会
を組織し、当該事業に係る普及・推進活動を実施
する。

（予算額　7,079百万円）
イ　農地確保・利用推進体制支援事業
鉉　活動支援事業

面的にまとまった形で農地を配分する仕組みを
実証的に行う際に必要となる経費について支援す
る。また、その取組を中心的に行うコーディネー
ターの活動費を支援する。
鉤　都道府県事業

都道府県が、コーディネーターの研修を行うな
ど農地の確保・有効利用の取組を指導・サポート
する経費について支援する。

（予算額　483百万円）
ウ　担い手アクションサポート事業のうち農地の利用

調整活動のうち認定農業者農地等利用調整促進支援
認定農業者から農用地について利用権の設定等を

受けたい旨の申出があった場合に、集落営農の組織
化に向けた取組との調整を図りつつ、認定農業者へ
の農地の利用集積を図るための支援を実施する。

（予算額　3,000百万円の内数）
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⑶　農地保有合理化事業
ア　農地保有合理化事業

昭和45年に創設され、平成５年には農業経営基盤
強化促進法に位置付けられたもので、農地保有合理
化法人が農業経営の規模拡大、農地の集団化等を促
進するために行う次の事業からなる。

平成20年度における農地保有合理化事業の実績は
表４のとおりである。
鉉　農地売買等事業

経営規模縮小農家等から農地保有合理化法人が
農用地等を買い入れ又は借り受けて、当該農用地
等を認定農業者等に売り渡し又は貸し付ける事
業。
鉤　農地売渡信託等事業

経営規模縮小農家等から農地保有合理化法人が
農用地等の売渡信託を引き受けるとともに、委託
者に信託を引き受けた農用地等の価格の一定割合
の資金を無利子で貸し付ける事業。
鉈　農地貸付信託事業

不在村農地所有者の農用地等を農地保有合理化
法人が貸付けの方法により運用することを目的に
信託を引き受ける事業。
銕　農業生産法人出資育成事業

農地保有合理化法人が買い入れた農用地等を農
業生産法人に現物出資又は農地の仲介と併せて金
銭出資するとともに、その出資により取得した持
分を農業生産法人の構成員に計画的に分割譲渡す
る事業。
鈿　研修等事業

農地保有合理化法人が、新規就農希望者等に対
して農業の技術、経営の方法に関する実地研修等
を中間的に保有する農用地等を活用して行う事
業。

表４　農地保有合理化事業の実績（平成20年度）

イ　農地保有合理化法人
都道府県段階の農地保有合理化法人である都道府

県農業公社については、全都道府県に設置されてい
る（47法人）。

市町村段階の組織で農地保有合理化法人となって
いるものは、平成20年4月現在で、市町村農業公社
が155、農業協同組合が395、市町村が23となってい
る。

ウ　社団法人全国農地保有合理化協会の活動
社団法人全国農地保有合理化協会は昭和46年に設

立されたものであるが、平成７年２月の農業経営基
盤強化促進法の一部改正により、農地保有合理化法
人の行う業務を支援する法人として「農地保有合理
化支援法人」が位置付けられたことに伴い、同年4
月に農林水産大臣より農地保有合理化支援法人とし
て指定を受けた。

同協会が行う事業内容は、農地保有の合理化、農
用地の整備その他農業構造の改善に資する事業につ
いての啓発、宣伝及び推進、農地保有の合理化に関
する事業の適正かつ円滑な運営を図るための指導助
言、農地保有の合理化に要する資金の供給、助成、
債務の保証、その他各種調査・研究等である。

エ　関連事業（農地移動適正化あっせん事業）
昭和44年の農業振興地域の整備に関する法律の制

定を受けて創設されたもので、農業委員会が農用地
区域内の土地の権利の設定又は移転について、その
権利の移動が農業経営の規模拡大、農地の集団化そ
の他農地保有の合理化に資するようあっせんする事
業。

農地移動適正化あっせん事業の実績は表５のとお
りである。

- 2 -

表5 農地移動適正化あっせん事業実績

（単位：件、ha）

事業実施 売 買 交 換 賃 貸 借 そ の 他 総 数

市町村数

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

19年度 661 7,390 12,867 91 34 14,841 25,192 1,096 1,625 23,417 39,718

20年度 574 7,041 12,651 72 17 13,413 20,572 1,275 1,824 21,801 35,064

表５　農地移動適正化あっせん事業実績
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４　耕作目的の農地移動の状況

⑴　耕作目的の農地移動の状況
ア　総数の動向（農地法第３条及び農業経営基盤強化

促進法）
平成20年の耕作目的の農地の総権利移動（農地法

第３条と農業経営基盤強化促進法による利用権の
設定等の合計）は、全体で39万4,103件（対前年比
90.0％）、22万8,553ha（同91.6％）となった。

イ　自作地有償所有権移転（農業経営基盤強化促進法
によるものを含む。）

自作地有償所有権移転は、平成20年は北海道では
件数、面積ともに増加、都府県では件数が減少して
いるものの、面積は増加しており、全国で6万230件

（対前年比94.9％）、3万9,025ha（同119.7％）となった。
ウ　農地法第３条による賃借権の設定等
鉉　賃借権の設定

賃借権の設定は、平成20年は5,260件（対前年
比82.4％）、3,227ha（同67.1％）となった。
鉤　使用貸借による権利の設定

使用貸借による権利の設定は、昭和51年の農業
者年金制度の改正以降、経営移譲年金受給のため
の権利設定などに伴って推移してきており、平成
20年は１万2,570件（対前年比88.7％）、２万4,513ha

（同97.8％）となった。
エ　農業経営基盤強化促進法による利用権の設定

利用権の設定（農業経営基盤強化促進法による賃
借権の設定・使用貸借による権利の設定・農業経営
の委託による権利の設定）は、平成20年は29万3,971
件（対前年比89.2％）、14万9,644ha（同86.1％）となっ
た。

⑵　賃貸借の解約、利用権の終了の状況
ア　農地法第20条に基づく賃貸借の解約等（転用目的

の解約等を含む。）
農地法第20条に基づく、農地法等による賃貸借の

解約及び農業経営基盤強化促進法による利用権（賃
借権）の中途解約は、平成20年は4万1,001件（対前
年比95.4％）、2万8,095ha（同103.2％）となった。

イ　農業経営基盤強化促進法による利用権の終了
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権のうち、

平成20年中に利用権が終了したものは12万8,647件
（前年比105.2％）、5万7,739ha（同99.4％）であった。

ウ　利用権の再設定
利用権（賃借権のみ）が終了したもの（再設定

の有無不明を除いたもの）のうち、平成20年中に利
用権を再設定したものは件数で71.9％（面積72.8％）

を占めており、再設定予定のもの（平成20年中には
再設定しなかったが、平成21年初めに再設定された
もの及び近く再設定する予定のもの）は、件数で
11.0％（面積10.4％）を占めている。

第５節　農業委員会制度

１　制度の概要

農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の
許可、農地転用案件への意見具申などを中心に農地に
関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設
置されている。農業委員会数は、平成21年10月１日現
在1,776委員会となっている。

また、都道府県段階に都道府県農業会議、全国段階
に全国農業会議所が置かれ、農業委員会の行う活動を
効果的に実施するための推進機関としての役割を果た
している。

平成21年12月15日に施行された改正農地法により、
農地の不適正利用時の許可取り消しや遊休農地対策等
における農業委員会の役割が大幅に強化されたところ
であり、現場で農地制度の運用を担う農業委員会の役
割はますます重要になっている。

２　農業委員会等に対する国庫補助

農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所
に係る国庫補助としては、以下のとおりである。

⑴　農業委員会に係る国庫補助
ア　農業委員会が農地法等の事務を適切かつ円滑に行

うための農業委員手当及び職員設置等の基礎的な経
費

（予算額　4,776百万円）
イ　農地法の規定に基づき実施する和解の仲介及び標

準小作料改訂等に要する経費
（予算額　60百万円）

ウ　集落営農の組織化や企業等の農業参入等を円滑に
推進するための農地の利用調整及び遊休農地の解消
等に対する支援等に要する経費

（予算額：38,151百万円の内数）
エ　農地の有効利用に向けた取組に当たり障害となっ

ている不在村地主等の実態の把握、農地所有者等の
将来の経営意向の確認等に要する経費

（予算額　3,006百万円の内数）
⑵　都道府県農業会議に係る国庫補助

ア　農地法に基づく事務を適切かつ円滑に行うための
会議員手当及び職員設置に要する経費
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（予算額　562百万円）
イ　農業委員会が行う農地の利用調整等の取組の推

進・普及に要する経費
（予算額　38,151百万円の内数）

⑶　全国農業会議所に係る国庫補助
ア　農業及び農業者に関する調査・研究等に要する経

費
（予算額　42百万円）

イ　農業参入希望のある特定法人及び農業法人に関す
る情報収集・提供活動等に要する経費

（予算額　13百万円）

第６節　農業者年金制度

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を通じ
て、農業経営の近代化、農地保有の合理化を推進する
という政策目的を達成するために昭和46年に創設され
た。

その後、高齢化の進展等により、加入者１人で受給
者約３人を支える状況等になったことから、少子高齢
化などに対応できる安定した制度に再構築することと
し、平成14年１月に制度改正を行った。また、農業者
年金事業の実施主体は特殊法人農業者年金基金から独
立行政法人農業者年金基金へ移行した（平成15年10月
１日）。

１　制度の概要

⑴　政策目的
政策目的については、農業者の老後生活の安定及び

福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資するこ
と。

⑵　加入要件
加入要件については、国民年金の第１号被保険者で

年間60日以上農業に従事する60歳未満の者。
⑶　財政方式

財政方式については、将来受け取る年金財源を加入
者自らが積み立てる、加入者数や受給者数に左右され
ず長期的に安定した積立方式。

⑷　政策支援
青色申告を行う認定農業者等に対し、保険料の政策

支援を行っている。
ア　政策支援対象者については、
鉉　60歳までに20年以上加入することが見込まれる

者
鉤　必要経費等控除後の農業所得で900万円以下の

者のうち、次の者

ａ　青色申告を行う認定農業者又は認定就農者。
ｂ　ａの者と家族経営協定を締結し経営に参画し

ている配偶者・後継者。
ｃ　認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満

たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束
した者。

ｄ　35歳未満の後継者で35歳まで（25歳未満の者
は10年以内）に認定農業者で青色申告者となる
ことを約束した者とする。

イ　政策支援割合は、対象者の状況に応じて2/10、
3/10及び5/10の支援を行う。

ウ　国庫助成は、35歳未満であれば、要件を満たして
いる全ての期間、35歳以上では10年間を限度として、
通算して20年間受けることができる。

２　被保険者等の状況（21年度末）

⑴　加入者数（累計）� 95,565人
⑵　被保険者数（累計）� 55,636人
⑶　平成21年度新規加入者� 3,908人

第７節　経営構造対策等

⑴　強い農業づくり交付金（経営力の強化）のうち経
営構造対策

経営構造対策は、「効率的かつ安定的な農業経営が
地域農業の相当部分を担う望ましい農業構造」を確立
するため、農業生産を核とした加工・流通・販売等へ
の取組を通じて地域農業の担い手の育成及び確保に結
びつく機械及び施設等の整備等を支援。
ア　事業内容
鉉　経営構造施設等整備

認定農業者等の担い手の育成・確保及び担い手
への農地の利用集積等の地域農業の構造改革の加
速化に資する生産施設、加工施設、流通販売施設
及び土地基盤等の整備。
鉤　経営構造施設等整備附帯事業

経営構造施設等整備の効果的かつ円滑な実施を
図るために必要となる調整活動及び実践的知識・
技術の習得活動等。

イ　成果目標
事業開始年度から５年度目（担い手育成緊急地域

（経営の零細な農家が多くを占める地域）にあって
は、３年度目）を目標年度とした次の数値目標及び
その達成のためのプログラムを設定。
鉉　構造改革重点目標
ａ　認定農業者の育成【必須設定】
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ｂ　担い手への農地の利用集積
⒜　利用集積率【必須設定】
⒝　連担化率【任意設定】

（担い手育成緊急地域の場合）
ｃ　認定農業者等の育成【必須設定：⒜〜⒞のう

ち１項目以上を選択】
⒜　認定農業者の育成
⒝　農業生産法人の設立
⒞　特定農業団体又は特定農業団体と同様の要

件を満たす組織の設立
ｄ　担い手への農地の利用集積

⒜　利用集積率【必須設定】
⒝　連担化率【任意設定】

鉤　地区選択目標
地域の課題や取組の方向性を踏まえ、定量的な

目標を自由に設定。
（予算額　強い農業づくり交付金38,151百万円の内数）

⑵　経営構造対策推進事業
経営構造対策推進事業は、経営構造対策等を活用し

た地域段階の構造改革に向けた取組の円滑化を図ると
ともに、新たなビジネス展開等を積極的に支援するた
め、次に掲げる事業を総合的に実施。
ア　経営構造対策等支援事業

新たなビジネス展開及び地域マネジメントに役立
つ実践的な知識や技術等を習得するための経営アグ
リビジネススクールの開催等。

イ　新商品・新技術開発プロジェクト事業
農畜産物等を活用した新商品の開発や農業経営の

新技術に関する研究開発のアイデアを公募及び選定
し、このアイデアに対し助成。

ウ　アグリビジネスサポート調査研究事業
農業経営の発展・合理化や農業経営が抱える課題

解決等に資する調査研究テーマを公募及び選定し、
この調査研究費に対し助成。

（予算額　44百万円）
⑶　経営者組織連携研さん・高度経営支援事業のうち

民間ノウハウ活用高度経営支援事業
民間ノウハウ活用高度経営支援事業は、民間企業等

のノウハウを集結し、経営発展を目指す担い手が直面
する専門的かつ広範にわたる課題に対する指導･助言、
経営コーディネート等の経営支援及び農業経営の発展
過程に応じた経営能力の習得のため、次に掲げる支援
を総合的に実施。
ア　経営支援サービス活動

担い手が掲げる専門的な課題に対する指導･助言
や経営コーディネート等の経営支援サービス活動を

支援。
イ　人材育成支援活動

民間企業等が有するマーケティング、商品開発、
人材育成等の企業的経営戦略や先進農業経営が有す
る経営ノウハウ等を活用した担い手育成のためのセ
ミナー、フォーラム、シンポジウム等の人材育成活
動を支援。

ウ　関連事業に係る経営支援活動
地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業及び新

商品･新技術開発プロジェクト事業を活用して経営
発展に取り組む担い手への経営アドバイス活動を支
援。

（予算額　25百万円）
⑷　地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業は、担い
手育成総合支援協議会を中心として地域の合意形成を
図り、地域農業の構造改革の方向性を取りまとめた地
域構造改革プロジェクト整備計画を作成した地区を対
象として、次の支援策を総合的に実施。
ア　事業内容
鉉　プロジェクト融資主体型補助

認定農業者等の担い手による融資を主体とした
農業用機械・施設等の導入に際して、融資残の自
己負担部分について補助金を交付。
鉤　追加的信用供与

プロジェクト融資主体型補助に係る融資の円滑
化を図るため、農業信用基金協会への交付金の積
み増しにより、金融機関への債務保証を拡大。

イ　成果目標
事業実施年度の翌々年度を目標年度とした次の数

値目標を設定。
鉉　担い手の育成・確保に関する目標
鉤　担い手への農地の利用集積に関する目標
鉈　雇用の創出に関する目標

（予算額　9,186百万円）
⑸　広域連携アグリビジネスモデル支援事業

競争力のある担い手の育成及び国産農産物の競争力
の強化を図るため、都道府県の枠を越えて生産から加
工･流通･販売までを一体として行う広域的なアグリビ
ジネスの取組について、新たなビジネスモデルを創出
する先駆けとして全国的な視点から国が直接支援を実
施。
ア　事業内容
鉉　生産者・実需者連携事業

ａ　生産施設等の整備タイプ
複数の都道府県にわたる農業生産者等と関連
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業者等が連携し、農業生産者等が関連事業者等
の求める農畜産物を安定供給するために必要と
なる土地基盤、生産施設等を整備する取組。

ｂ　加工施設等の整備タイプ
農業生産者等と関連事業者等が都道府県域を

越えて連携し、農業生産者等が関連事業者等の
求める農畜産物及びその加工品を安定供給する
ために必要となる加工施設、集荷施設等を整備
する取組。

鉤　加工・流通拠点整備事業
複数の都道府県にわたる農業生産者等と関連事

業者等が連携し、消費者に安全・安心な食料を安
定供給するため、事業協同組合等が農畜産物及び
その加工品を効率よく販売・配送するために必要
となる施設整備等の取組。
鉈　生産者連携事業

ａ　生産・加工施設等の整備タイプ
複数の都道府県にわたる農業生産者等が共通

した生産技術により農畜産物を生産し、高付加
価値化（ブランド化）した農畜産物及びその加
工品の販売等を展開するため、土地基盤、生産
施設、加工施設等を整備する取組。

ｂ　販売施設等の整備タイプ
複数の都道府県にわたる農業生産者等が連携

し高付加価値化した農畜産物及びその加工品の
販売等を展開するため、加工施設、販売施設、
食材供給施設等を整備する取組。

イ　成果目標
事業実施計画承認年度から３年度目を目標年度と

した次の数値目標等を設定する。
鉉　関連事業者との取引数量の増加
鉤　実施主体の構成員のうち市町村基本構想の所得

水準を達成する者が増加
（予算額　509百万円）

⑹　農地情報共有化支援事業
農業従事者の減少･高齢化、耕作放棄地の増加等が

進む中で、地域全体で今後の農地利用を考え、その有
効活用を図るための方策等を検討するための条件整備
として、農地の所有者や利用の状況等に関する情報と
地図情報を結合した農地情報図を市町村単位の関係機
関共通のデータベースとして整備し、相互に活用でき
るようにする取組を支援。

（予算額　1,062百万円）
⑺　農地情報提供支援事業

農地の有効利用を促進する観点から、新規参入者等
及び賃貸借の当事者が必要とする農地の貸出希望及び

賃借料水準等の情報を個人情報の保護に留意し、イン
ターネットを通じて全国どこからでもアクセスするこ
とができる体制の整備を支援。

（予算額　20百万円）
⑻　人権問題啓発推進事業

｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平
成12年12月６日法律第147号）の基本理念にのっとり、
全国農林漁業関係団体が当該団体職員等を対象に実施
する人権啓発活動を支援。

（予算額　９百万円）
⑼　「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発委託

｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平
成12年12月６日法律第147号）の基本理念にのっとり、
都道府県へ委託して地域レベルの農林漁業関係団体の
職員等に対する人権啓発活動を実施。

（予算額　28百万円）
⑽　アイヌ農林漁業対策事業

アイヌ農林漁業対策事業は、北海道におけるアイヌ
農林漁家の所得及び生活水準の向上を図るために必要
な施設等の整備を支援。
ア　事業内容

アイヌ農林漁家の経営の改善に必要な農林業生産
基盤及び農林漁業経営近代化施設等を整備。

イ　成果目標
事業実施計画承認年度から５年度目を目標年度と

した次の数値目標を設定する。
鉉　受益農林漁家の生産目標
鉤　受益農林漁家の所得目標

（予算額　368百万円）
⑾　企業等農業参入支援全国推進事業

農業経営に意欲的な農業生産法人以外の法人（企業
等）の農業参入を促進するため、特定法人貸付事業に
よる参入事例や支援策等の各種情報を提供するととも
に、参入及び農業経営の方策等を習得するための研修
会、個別相談会等を開催。

（予算額　16百万円）
⑿　企業等農業参入支援推進事業

特定法人貸付事業による企業等への農地リースを促
進するため、簡易な土地基盤整備に必要となる経費、
新規作物導入に係る栽培技術の習得、加工品開発、販
路開拓等の活動に必要な経費について支援。

（予算額　75百万円）
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第８節　農業改良資金制度

本制度は、農業経営の改善を目的として、その自主
性や創意を生かしつつ、都道府県知事から貸付資格の
認定を受けた農業改良措置（新たな農業経営部門への
進出、新たな生産方式の導入等）に取り組む際に必要
な資金の無利子貸付けを行うものである。平成21年度
については、「米穀の新用途への利用の促進に関する
法律」において、償還期間の延長や貸付対象者の拡大
等の特例措置が講じられるとともに、前年度に引き続
き、ホームページを活用した制度や貸付事例等の情報
提供のほか、関係機関の研修会等を通じ、農業者や関
係機関への一層の利用促進を図った。

（予算額　297,821千円）

第９節　�新規就農者・青年農業者
の育成・確保

近年、青年（39歳以下）の新規就農者数は1万4千人
前後で推移しているが、農業従事者全体が減少・高齢
化が進む中で将来にわたり我が国農業の食料供給力を
強化していくためには、農業内外からチャレンジ精神
を持った新規就農者を育成・確保していくことが重要
であることから就農の各段階に応じたきめ細かな支援
を行ってきた。

また、雇用情勢の悪化に対応し、農業分野での雇用
創出を図る観点から、農業法人等への雇用就農を促進
する取組を強化した。

⑴　農業再チャレンジ支援事業
若者、団塊世代等が経験がなくても農業に就けるよ

う、就農の各段階に対応した支援を実施した。
ア　情報提供・相談段階における支援

全国新規就農相談センターにおける就農・就業相
談、就農関連情報の収集とインターネットを通じた
提供、主要都市での就農相談会等を実施した。

また、従来の就農支援以外の知識・ノウハウを有
し、先駆的な取組を行っている民間団体による新た
な就農支援手法の開発を推進するとともに、若者就
職支援機関のキャリアカウンセラーを対象とした就
農相談研修等を行った。

イ　体験・研修段階における支援
鉉　子どもたちの農業・農村における「原体験」を

通して農業に対する理解を深め、将来の就農に
つながるよう、各地で取り組まれている農業・農
村体験学習の受け入れに関する情報提供等を行っ

た。
また、農業法人等による学生や社会人向けの農

業就業体験を実施した。
鉤　農業法人等による実践研修や、民間団体の開設

する就農準備校での基礎的な農業研修等、就農経
路や技術の発展段階に応じた研修を体系的に実施
した。

ウ　参入準備段階における支援
後継者不在の農家が有する経営資産・営農技術等

を新規就農希望者へ円滑に継承させるための支援を
実施した。

エ　定着段階における支援
女性グループ、NPO法人等による、就農後の定

着を促すための地域におけるモデル的な起業活動等
を支援した。

また、他産業で培った経験、能力を活かして新た
な生産方式、経営手法等により農業分野へ参入しよ
うとする者に対する支援を実施した。

（予算額405,676千円）
⑵　就農支援資金

新たに就農しようとする青年等に対し、農業の技術
又は経営方法を実地に習得するための研修資金、その
他就農準備に必要な資金、経営開始時の機械・施設等
の導入に必要な資金の無利子貸付けを行い、平成21年
度の貸付実績は、1,149件、40.1億円であった。

（予算額1,551,408千円）
⑶　「農」の雇用事業

若者等の農業法人等への就業を促進するため、就農
相談会の開催等により農業法人等への就業を希望する
者と農業法人等とのマッチングを行うとともに、農業
法人等が、新たに雇用した就農希望者に対して行う実
践研修（OJT研修）への支援を行った。

（平成21年度第1次補正予算額3,869,000千円）
⑷　担い手アクションサポート事業のうち新たな人材

の育成・確保活動（新規就農者育成・確保支援）
認定農業者や集落営農、農業法人の中核的構成員と

なり得る新たな就農者の参入を促すため、若者、農業
法人、関係機関等によるネットワークの構築、企業等
に出向く就農相談体制の整備等を実施した。

（予算額3,006,419千円の内数）
⑸　スローじんせい二毛作再チャレンジ支援事業
定年後の団塊世代が田舎で再び活躍する「人生二毛

作」や田舎で新たな価値観と生活スタイルを確立して
農林水産業で再チャレンジする「スローライフ＆ジョ
ブ」を普及・啓発するため、シンポジウムの開催やラ
ジオ放送、総合情報ホームページの開設･運営を行っ
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た。
（予算額48,218千円）

⑹　人生二毛作の実現に向けた他産業従事者による農
林漁業経営体発展支援研修事業

団塊世代等が他産業で培った経験・能力を農林漁業
の経営発展で活用するため、団塊世代等の人材を、農
林漁業経営体に対する研修の講師として派遣した。

（予算額127,683千円）
⑺　地域連携農業高校実践教育推進事業

農業高校生の新規就農や、農業大学校等への進学に
向けた動機付けを図るため、地域農業界と教育委員会
が連携した農業高校における農業者育成研修モデルの
策定・普及の取組を支援した。

（予算額55,070千円）
⑻　農村青少年研修教育団体事業

ア　青年農業者の集団活動への支援
青年農業者を対象とした全国青年農業者会議、全

国農業青年交換大会、国内先進地研修等を実施した。
また、青年農業者の育成指導を円滑かつ効果的に推
進するため、指導農業士全国研究会等を実施した。

（予算額10,852千円）
イ　農業研修生の海外派遣

青年農業者を欧米の先進農家へ約１年間派遣し、
輸出促進を担う人材を育成する農業研修生海外派遣
等を実施した。

（予算額43,723千円）
ウ　実践的研修教育の実施

青年農業者の育成に重要な役割を果たしている民
間の研修教育施設（鯉淵学園農業栄養専門学校、八ヶ
岳中央農業実践大学校、日本農業実践学園）の研修
教育の効果を高めるために必要な教育施設の整備、
指導職員の設置等への助成を実施した。

（予算額169,444千円）
⑼　強い農業づくり交付金のうち新規就農者等の育

成・確保
ア　道府県農業大学校等再チャレンジ活用推進事業

多様な就農形態に対応した研修教育課程の設定に
伴う体制整備等を支援した。

イ　農業研修教育・農業総合支援センター施設整備事
業

団塊世代及び他産業従事者等の若者を対象とした
研修教育を実施するために追加的に必要となる研修
作業棟、農産加工棟、離職者等職業訓練用研修教育
施設・機械等を整備した。

（予算額38,150,729千円の内数）
⑽　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

業者大学校
平成20年度から先端的な農業技術及び先進的な経営

管理手法の教授を中心とする農業の担い手の育成を目
的として、新たな教育課程による教育を実施した。22
年３月には新たな教育課程で初めての学生（23名）が
卒業し、９割以上（21名）が就農した。

⑾　新規就農定着促進事業
地域農業の将来の担い手となる新規就農者の育成・

確保に取り組む地区を対象に、新規就農者の就農時の
経済的負担の軽減を図るため、農業用機械・施設等の
整備に対する助成を実施した。

（予算額3,626,457千円）

第10節　多様な人材の育成・確保

１　女性の社会・経営参画の促進

農業就業人口の過半を占め、農業生産や地域社会に
おいて重要な役割を果たしている女性の社会・経営参
画の促進及び女性がより一層活躍できる環境の整備を
促進した。
⑴　農業・農村男女共同参画チャレンジ総合推進事業

女性農業者の農業経営・地域社会の参画促進に向け、
女性農業者同士の交流会や普及啓発シンポジウムの開
催、農業経営能力向上のための研修、相談活動等及び
農村における女性の起業の高度化を図るための経営戦
略マニュアルの作成等を実施した。

（予算額109,460千円）
⑵　担い手アクションサポート事業のうち新たな人材

の育成・確保活動（女性の担い手育成・確保支援）
女性の担い手を育成・確保するため、認定農業者を

志向する女性に対する研修や情報提供、女性認定農業
者の経営多角化・高度化に向けた研修、経営相談等の
経営支援及び認定農業者の共同申請制度の活用に向け
た普及広報活動を実施するとともに、集落営農におけ
る加工・販売等の起業部門を担う女性を育成するため

の研修や情報提供等を実施した。
（予算額3,006,419千円の内数）

２　高齢者・障害者などへの支援

高齢社会対策大綱を踏まえた農山漁村における高齢
者対策を推進するための施策を実施した。

また、障害者基本法（昭和45年法律第84号）に基づ
く「重点施策実施５か年計画」等を踏まえた、農業分
野における障害者就労の推進のための施策を実施し
た。
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⑴　シニア能力活用総合対策事業
農村地域における高齢者の健康現役社会の実現に向

け、知識・経験・技術が豊富な高齢者による優良活動
事例の収集・情報提供、優良な活動を行った高齢者に
対する表彰を実施した。また、高齢農業者の能力を活
用して、農業サイドと医療・福祉サイドとの連携によ
る地場農産物を活用した病院食の開発等の取組を実施
した。

さらに、農村地域における営農活動を健康面から支
えるため、医療関係者による健康維持に関する知識の
普及や相談・指導等の健康管理活動、高齢農業者が要
介護者となった場合の女性グループ等が行う助け合い
活動を充実させるための人材養成研修を実施した。

（予算額216,610千円）
⑵　担い手アクションサポート事業のうち新たな人材

の育成・確保活動（高齢者による担い手支援）
高齢者による活動を促進するため、地域が行うシン

ポジウム等の普及啓発活動、加工技術等研修を実施し
た。

（予算額3,006,419千円の内数）
⑶　障害者アグリ雇用推進事業

農業分野における障害者の雇用を促進するため、園
芸福祉士等と連携しながら農業法人等における障害者
雇用の取組を実証するとともに、農業で働きたい障害
者と農業法人等を対象とした雇用推進研修会を開催し
普及啓発を行った。

（予算額29,020千円）

３　外国人研修生受入れの適正化

農業分野における外国人研修・技能実習制度の運営
の適正化を図るため、地域の受入れ体制づくりの支援
や、適正な研修計画策定のための支援、農業の実態を
踏まえた研修生や農家等への助言・情報提供等を実施
するとともに、21年７月の改正入国管理法に伴う新た
な研修・技能実習制度について、円滑な移行を図るた
めに各地方農政局等における制度研修会の開催し、普
及啓発を行った。

（予算額75,071千円）

第11節　農業協同組合等

１　農業協同組合及び同連合会

⑴　農協系統の現状
農協は、農業者の相互扶助を基本理念とする協同組

織であり、農業者の営農活動や生活の向上のため、経

済事業、信用事業、共済事業等を展開している。これ
らの事業を総合的に行う総合農協は、地域の組合員等
に対し、各種サービスを提供している。また、総合農
協等が会員となり都道府県と全国段階に連合会が組織
され、これらの指導組織としての中央会が構成されて
いる。

農協の組織や各事業については、これまで事業環境
や食料・農業・農村をめぐる情勢の変化を受け、総合
農協の合併、地方組織と全国組織の統合、人員の削減、
JAバンクシステムの確立や信用・共済事業における
他の金融・保険業態と同等の規制措置の導入等の様々
な見直しが進められてきた。これらの取組が一定の成
果をあげる中で、農協は地域一体となった取組の推進
や個々の農業者の経営安定に重要な役割を果たしてき
たが、一部には事業運営の問題が指摘されたり、地域
の農業者の期待に応えられていないケースもみられる
ところである。

こうした状況を踏まえ、平成22年３月30日に閣議決
定された「食料・農業・農村基本計画」においては農
協について、国民に対する食料の安定供給や国内の農
業生産の増大等の基本計画の基本理念の実現に向けた
責務を果たすことが求められているとの認識の下、行
政としては、農協本来の機能や役割が効率的・効果的
に発揮できるよう、経営の健全化やコンプライアンス
の確保に向けた農協の自主的な取組を促進し、必要な
場合には、法律に基づく指導・監督等を適時適切に行
いつつ、効率的な再編整備につき所要の施策を講じる
旨決定したところである。

農協系統の現状を概観すると、22年３月31日現在に
おける農業協同組合の数は総合農協が754、連合会が
220（うち全国区域のもの18）で21年度中に総合農協
が25、連合会が２それぞれ減少している。

21年度における総合農協の合併実績は15件であり参
加農協数は39農協であった。

20事業年度末現在における総合農協の正組合員の数
は、482万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し
６万１千人減少し、准組合員の数は459万人（団体を
除く。）で前事業年度末に比較し11万９千人増加して
いる。

⑵　農協系統の財務の概況
20事業年度末現在における総合農協の財務状況は資

金調達額（負債・資本の計）92兆3,100億円で、前年
度比1.5％増加した。これら調達資金の91.5％は信用事
業負債である。

資金の運用については、全体の92.1％である85兆
534億円が信用事業資産（預金、貸出金、有価証券等）
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であり、前年度比1.4％増加している。固定資産は前
年度比1.8％減少し3兆427億円、外部出資は前年度比
9.3％増加し2兆3930億円である。

純資産については、5兆6,568億円で、前年度比1.8％
増加した。

⑶　農協系統の行う各事業の概況
ア　営農指導事業

農協は、組合員の農業所得の向上を図るため、作
目別の技術指導、農業経営の指導等を行う営農指導
事業を実施している。

20事業年度末における１組合平均の営農指導員数
は18.6人である。また、営農指導員のうち耕種、野
菜等の作目別指導に従事するものが多く、農家の
経営指導に従事するものは全体の11.1％となってい
る。

イ　信用事業
農協における21度末の貯金残高（譲渡性貯金を含

む。）は84兆4,772億円、貸出金残高は22兆9,294億円、
有価証券（金銭の信託及び買入金銭債権を含む。）
は5兆280億円となっている。

また、信農連における21年度末の貯金残高（譲渡
性貯金を含む。）は51兆9147億円、貸出金残高は5兆
5,916億円（金融機関貸付金除く）、系統預け金は28
兆8,325億円、有価証券（金銭信託及び買入金銭債
権を含む。）は17兆7,417億円となっている。

ウ　経済事業
20事業年度における総合農協の販売事業の取扱

高は、4兆3,786億円となっており、そのうち主要
なものは畜産1兆1,138億円（25.4％）、米9,775億円

（22.3％）、野菜１兆2,518億円（28.6％）、果実4,349
億円（9.9％）である。

また、購買事業の取扱高は3兆3,003億円となって
おり、そのうち主要なものは飼料4,384億円（13.2％）、
肥料3,672億円（11.1％）、農薬2,377億円（7.2％）、
農業機械2,306億円（7.0％）、燃料5,562億円（16.8％）、
食料品3,648億円（11.0％）、家庭燃料2,417億円（7.3％）
である。

エ　共済事業
21年度末の共済事業における長期共済保有契約高

（保障ベース）は、320兆3,310億円（前年度末330兆1，
901億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、4,404
億円（前年度末4,393億円）となっている。

一方、共済金支払額は、長期・短期を含めた総額
で、事故共済金9,028億円、満期共済金2兆8,432億円、
合計3兆7,460億円となった。

オ　医療事業
農協系統組織の医療事業は主として都道県（郡）

厚生農業協同組合連合会が医療施設を開設して行っ
ており、20年度末現在では33都道府県で35連合会が
設置されている。

同連合会の開設している医療施設数は117病院、
64診療所であり、医療法上の公的医療機関の指定を
受け農協の健康管理活動の補完を行うとともに、農
村地域の医療機関として農家組合員及び地域住民に
対し、医療の提供を行っている。

２　農業協同組合中央会

農業協同組合中央会の事業
農業協同組合中央会は、農業協同組合及び同連合会

の健全な発達を図るため①組合の組織、事業及び経営
の指導、②組合の監査、③組合に関する調査・研究等
を実施している。

21年度の財務規模（一般会計予算）は、全国農業協
同組合中央会にあっては54億1,363万円、都道府県農
業協同組合中央会にあっては631億9,691万円となって
いる。

３　農事組合法人

農事組合法人は昭和37年の農協法改正により、農業
生産の協業化を図ることを目的とする農民の協同組織
として制度化されたものであり、21年度末においては
7,841法人（前年度同期7,616法人）となっている。

このうち、農業に係る共同利用施設の設置又は農作
業の共同化に関する事業を行ういわゆる１号法人の数
は1,724、農業の経営を行ういわゆる２号法人の数は
1,085、１号及び２号の事業を併せ行う法人の数は5,032
となっている。

また、作目別にみると単一作目が5,992法人で圧倒
的に多く、複合作目は1,849法人である。単一作目では、
畜産（酪農、肉用牛、養豚、養鶏等）1,691法人、普
通作（稲等）1,658法人、野菜773法人、果樹480法人
等が多い。

４　農林漁業団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合（農林年金）は、農協、
漁協等の農林漁業団体に勤務する役職員を対象とし
て、職域における年金給付事業等を行うため、昭和34
年１月に設立された我が国の公的年金制度の一つであ
るが、公的年金制度の一元化の一環として、平成14年
４月に厚生年金と統合した。この統合により、農林年
金は職域年金相当部分のみを特例年金として支給する
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ために、経過的に存続することとなっている。特例年
金部分については21年11月に政令改正し、平成22年４
月から年金としての受給のほか一時金として受給する
ことが選択できるようになった。

（21年度末年金受給権者数：429,125人）

５　農協に関する統計調査

⑴　一斉調査
農業協同組合、同連合会について、その組織、財務

及び事業の状況を調査し、統計表として公表した。20
事業年度の各統計表の集計組合等数は総合農協770、
都道府県区域農協連合会97であった。

⑵　農業協同組合等現在数統計
農業協同組合、同連合会及び農事組合法人について、

その現在数（22年3月31日現在）及び21年度における
設立、合併及び解散の状況を調査し、公表した。

第12節　農林漁業金融

１　組合金融の動き

平成21年度に行われた第171回国会（常会）において、
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し
た（平成21年６月24日公布）。国際的な金融資本市場
の混乱等を背景にして、我が国の市場の機能強化、利
用者の保護の充実を図り、信頼と活力ある金融資本市
場を構築するために必要な制度を整備することを目的
とするものであり、農協系統を含めた金融機関におい
て、金融サービスの多様化に伴う苦情・紛争を簡易・
迅速に解決するための裁判外の紛争解決制度の充実が
図られ、平成22年10月1日に施行された（一部は平成
22年４月１日に施行。）。

さらに、第173回国会（臨時会）において、中小零
細企業及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図
ることにより、中小零細企業の事業活動の円滑な遂行
及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の
生活の安定を図ることを目的とする「中小企業者等に
対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法
律」が成立した（平成21年12月３日公布）。これにより、
農協系統を含めた金融機関において、貸付条件の変更
等の措置を適切かつ円滑に行えるよう、基本方針の策
定及び必要な体制の整備を行うこと、貸付条件の変更
等の実施状況及び整備した体制等の開示を義務付ける
こととされ、平成21年12月４日に施行された。

以上のような情勢の下、平成21年度の系統信用事業
は、次のような動向となった。

⑴　農協の動き
ア　貯金

21年度末の貯金残高は84兆4,772億円となり、前
年度末に比べ１兆1,676億円、1.4％増加した。

イ　借入金
21年度末の借入金残高は2,162億円（このほか日

本政策金融公庫（農林水産事業）から転貸用借入金
2,343億円）となり、前年度末残高（2,199億円）よ
り37億円、1.7％減少した。

ウ　貸出金
21年度末の貸出金残高は22兆7,644億円（このほ

か日本政策金融公庫（農林水産事業）受託貸付金残
高2,548億円、金融機関貸出9,973億円）となり、前
年度末に比べ3,073億円、1.4％増加したが、貯金残
高も増加したため、貯貸率は27.0％から26.9％へと
減少した。

また、貸出金残高の短期、長期別の年度間増減を
みると、短期貸出が前年度末に比べ1,720億円、9.6％
減少、長期貸出が6,759億円、3.1％増加となった。

なお、長期貸出比率は93.3％で、前年度末に比べ0.9
ポイント増加した。

エ　余裕金
農協の余裕金（現金を除く）は、主として信農連

への預け金および有価証券等で運用されており、そ
の21年度末残高は61兆6,253億円で、前年度末残高

（60兆9,914億円）より6,339億円、1.0％増加した。
その運用内訳をみると、預け金が56兆5,973億円

で前年度末に比べ4,311億円、0.8％増加し、余裕金
の91.8％を占めた。このうち系統への預け金が56兆
3,688億円で、余裕金全体の91.5％を占めており、前
年度末（91.7％）より0.2ポイント減少した。

また、21年度末における有価証券保有残高は5兆
133億円と前年度末に比べ2,021億円（4.2％）増加し、
余裕金全体に占める割合は7.9％から8.1％へと増加
した。（表６）
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⑵　信農連の動き
ア　貯金

21年度末の貯金残高は51兆9,147億円となり、前
年度末に比べ5,969億円、1.2％増加した。

イ　借入金
21年度末の借入金残高は7,150億円となり、前年

度末残高（5,188億円）より1,962億円増加した。
ウ　貸出金

21年度末の貸出金残高は5兆5,916億円（金融機関
貸出を除く）となり、前年度に比べ504億円、0.9％
減少した。

この結果、年度末残高の貯貸率は、11.0％から
10.8％へと減少した。

エ　余裕金

信農連の余裕金（現金を除く）は、主として農林
中金への預け金及び有価証券等で運用されており、
その21年度末残高は46兆6,755億円で、前年度末残
高（44兆7,781億円）より1兆8,974億円、4.2％増加
した。

その運用内訳をみると、預け金28兆9,338億円で
余裕金の62％を占め、前年度に比べ1兆565億円、
3.8％増であった。このうち系統への預け金は28兆
8,325億円で余裕金全体の61.8％を占めており、前年
度（61.9％）とほぼ同じ割合であった。また、21年
度末における有価証券保有残高は17兆2,412億円と
前年度に比べ8,632億円（5.3％）増となり、余裕金
全体に占める割合は36.5％から36.9％へと増加した。

（表７）

表７　信農連主要勘定

表６　農協信用事業主要勘定

⑶　農林中央金庫の動き
ア　預金

21年度末の預金残高は39兆1,087億円となり、前
年度末（37兆5,015億円）より1兆6,071億円（4.3％）
増加した。この預金を預かり先別に見ると、会員の
残高が33兆3,730億円（前年度32兆1,822億円）で、1
兆1,908億円（3.7％）の増加となった。

また、会員以外の残高は5兆7,357億円（前年度5
兆3,193億円）で、4,164億円（7.8％）の増加となった。
なお、預金残高総額に占める会員団体の業態別の割
合は、農協系統が82.1％と大部分を占めており、水
産系統3.1％、森林系統0.05％となった。

イ　農林債券
21年度末の農林債券の発行残高は5兆6,117億円と

なり、前年度（5兆2,550億円）より3,567億円（6.8％）
増加した。

ウ　貸出金
鉉　会員貸出

21年度末の会員貸出残高は2,686億円、前年度
（2,835億円）より149億円（5.3％）減少した。こ
れを団体別に見ると、農協系統は2,271億円（前
年度2,326億円）で55億円（2.4％）の減少、水産
系統が249億円（前年度337億円）で88億円（26.1％）
の減少、森林系統が157億円（前年度165億円）で
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８億円（4.8％）の減少となった。
鉤　会員以外の貸出

21年度末の会員以外の貸出残高は12兆7,694億
円となり、前年度（10兆6,643億円）より２兆1,051
億円（19.7％）増加した。このうち、関連産業法
人貸出残高は３兆2,755億円（前年度３兆7,408億
円）で、4,653億円（12.4％）の減少となった。他
方、関連産業法人貸出以外の貸出は、農林水産業

者、公共法人等貸出、金融機関貸出等があるが、
これらの残高は9兆1,488億円（前年度６兆5,741億
円）で、２兆5,747億円（39.2％）の増加となった。

エ　貸出金以外の資金運用貸出金以外の資金運用に
ついては、有価証券や預け金等により運用されてい
るが、このうち21年度末の有価証券保有残高は44兆
137億円（前年度39兆5,588億円）で、４兆4,549億円

（11.3％）の増加となった。（表８）

表８　農林中央金庫主要勘定

⑷　農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険（貯金保険）機構は、貯

金保険制度の運営主体として貯金保険法に基づき、昭
和48年9月に設立された認可法人である。

貯金保険制度は、信用事業を行っている組合（農協、
漁協等）に万一経営破綻が生じた場合、その貯金者に
対し、機構が保険金の支払い及び貯金等債権の買取り、
資金援助等の措置により、貯金者の保護と信用秩序の
維持に資することを目的としている。

貯金保険機構が、保険金の支払い等に必要な資金と
して積み立てている責任準備金は、平成21事業年度末
において2,859億92百万円となっている。なお、平成
17年4月以降のペイオフ全面解禁後は、組合の経営破
綻は生じていない。

２　株式会社日本政策金融公庫

⑴　貸付計画及び資金計画
平成21年度における貸付計画額は、資金需要の実勢

を勘案の上20年度の3,200億円から100億円減額の3,100
億円とした。資金の区分別の内訳は表９のとおりであ
る。

21年度の資金交付計画の総額は、20年度の2,800億
円から100億円減額の2,700億円とした。この原資とし
て、一般会計からの出資金7億円、財政投融資特別会
計からの出資金35億円、借入金1,858億円（うち財政
融資資金1,770億円、食料安定供給特別会計88億円）、
農林漁業信用基金からの寄託金17億円及び自己資金等

783億円（うち財投機関債100億円）を充当することと
した。また、日本政策金融公庫農林水産業者向け業務
の貸付けにより生じる政策コストについて、一般会計
から補給金349億5,433万円（20年度当初335億7,142万
円）の繰入れを予定した。

なお、21年度末時点の日本政策金融公庫農林水産業
者向け業務に対する政府出資金は3,254億円となって
いる。

表９　日本政策金融公庫貸付計画

⑵　制度改正
20、21年度における融資制度の主な改正点は、次の

とおりである。
＜20年度＞
ア　農林漁業施設資金において、アグリサポート事業

計画及びアグリビジネス強化計画に基づく事業を対
象に追加した。
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イ　農林漁業施設資金において、貸付金の一部が自己
資本と見なされる資本的劣後ローンを創設した。

ウ　林業基盤整備資金において、利用間伐に必要な資
金を供給できるよう利用間伐推進資金を創設した。

＜21年度＞
ア　農林漁業セーフティネット資金において、社会

的又は経済的環境の変化等により一定の経営状況に
なっている場合の貸付要件を拡充した。

イ　農林漁業施設資金において、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
規定する農商工等連携事業計画に基づく事業の貸付
利率について、特例措置を講じた。

ウ　食品安定供給施設整備資金において、米穀の新用
途への利用の促進に関する法律に規定する生産製造
連携事業計画に基づく事業を対象に追加した。

⑶　貸付状況
21年度の貸付額は表10のとおり2,557億円で、貸付

計画額3,100億円を下回った。
ア　経営構造改善関係資金

21年度の経営構造改善関係資金の主な貸付額をみ
ると、農業経営基盤強化資金は1,294億円、経営体
育成強化資金は27億円、漁業経営改善支援資金は76
億円、中山間地域活性化資金は75億円となった。こ
れらの結果、全体としては、1,481億円となった。

イ　基盤整備関係資金
21年度の基盤整備関係資金の貸付額をみると、農

業基盤整備資金は89億円、担い手育成農地集積資金
は79億円、林業基盤整備資金は48億円、森林整備活
性化資金は6億円、漁業基盤整備資金は14億円となっ
た。これらの結果、全体としては、235億円となった。

ウ　一般施設関係資金
21年度の一般施設関係資金の主な貸付額をみる

と、農林漁業施設資金は209億円、特定農産加工資
金は89億円、食品流通改善資金は185億円となった。
これらの結果、全体としては、556億円となった。

エ　経営維持安定関係資金
21年度の経営維持安定関係資金の貸付額をみる

と、農林漁業セーフティネット資金が284億円となっ
た。

オ　災害関係資金
21年度の災害関係資金の貸付額は、全体として

１億円となった。

3　農業近代化資金

農業近代化資金制度は、昭和36年に創設されて以来、
農業者等の農業経営の近代化に資することを目的に、
都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成するこ
と等により長期かつ低利な施設資金等の円滑な供給に
努めてきたところであるが、三位一体の改革により、
17年度以降は、都道府県に対する国の助成を廃止・税
源移譲し、都道府県の責任において、かつ自主的な判
断の下で事業を実施している。

20年度においては、19年度に引き続き、21年度まで
の３年間に農業近代化資金を借り入れる認定農業者に
対して、農山漁村振興基金からの利子助成により無利
子化措置を実施しているほか、21年度までの２年間に

表10　日本政策金融公庫資金貸付額
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農業近代化資金を借り入れる集落営農組織に対して、
農山漁村振興基金からの利子助成により金利負担軽減
措置を実施している。

21年度においては、21年度中に新たな雇用を創出す
るため農業近代化資金を借り入れる認定農業者に対し
て、雇用創出経営支援基金からの利子助成により無利
子化措置を実施している。

⑴　融資状況
21年度の融資実績は469億円（20年度491億円）で、

承認件数は5,229件となった。（表11）

表11　農業近代化資金利子補給承認状況

⑵　融資残高
21年12月末の融資残高は2,372億円（うち国枠農林

中金融資分30億円）となった。
⑶　農業近代化資金の予算及び決算

21年度における農業近代化資金利子補給金の当初予
算額は834万9千円であり、補正後の予算額465万1千円
に対し決算額は408万1千円となった。（表12）

表12　農業近代化資金の予算額及び決算額

４　農業経営改善促進資金

農業経営改善促進資金制度は、経営感覚に優れた効
率的・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短期運転資金を、農協系統金
融機関等を通じて極度貸付方式等で供給することを目
的として、６年度に創設された。

本資金制度の仕組みは、独立行政法人農林漁業信用
基金に造成される国の出資金等による全国低利預託基

金並びに都道府県農業信用基金協会に造成される都道
府県低利預託基金をベースとして、基金協会が農協等
の融資機関に低利預託を行い、融資機関が四倍協調で
短期運転資金を融通する仕組みである。

融資状況
21年度末の融資状況は、融資枠1,000億円に対して

極度契約額は178億円（20年度197億円）で、その融資
残高は114億円（20年度103億円）となった。

５　農業信用保証保険

⑴　農業信用基金協会の業務概況
21年度末の債務保証残高は6兆8,797億円（農業近代

化資金1,820億円、農業改良資金55億円、就農支援資
金155億円、一般資金等6兆6,767億円）で、前年度末
の6兆7,371億円に対し1,426億円の増加となった。

また、21年度中に基金協会が代位弁済を行った金額
は174億円で、前年度の173億円に比べ1億円増加した。

この結果、21年度末の求償権残高は1,052億円となっ
た。
⑵　（独）農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）
21年度末の保険価額残高は、保証保険3兆5,966億円、

融資保険84億円で、前年度末の保証保険3兆6,483億円、
融資保険82億円に対し、517億円の減少及び2億円の増
加となった。各基金協会に貸し付けた融資資金の残高
は、長期資金491億円で、前年度末と同額となった。

また、21年度において基金協会等に支払った保険金
の額は61億円で、前年度の71億円に対し10億円減少し
た。

この結果、21年度末の支払保険金残高は949億円で、
前年度の918億円に対し31億円の増加となった。

（参考）全国農協保証センターの業務概況
21年度末の再保証引受額及び保証引受額は6,174億

円（前年度6,742億円）、再保証残高及び保証残高は3
兆9,599億円（前年度3兆6,888億円）となった。

⑶　農業信用保証保険関係の予算と決算
21年度においては、農林漁業信用基金の財務基盤を

強化するための予算として7億7,045万5千円（決算額7
億7,045万5千円）を交付した。また、21年度補正予算（第
１号）として、緊急保証枠を設定し、農業信用基金協
会が行う債務保証の弁済の支払財源11億6,867万9千円

（決算額11億6,867万9千円）を交付した（表13）。
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第13節　農業災害補償制度

１　概　　　要

農業災害補償制度は、家畜保険法（昭和４年法律第
19号）と農業保険法（昭和13年法律第68号）を統合整
備し、昭和22年12月15日法律第185号をもって制定さ
れた農業災害補償法に基づくもので、農業者が不慮の
事故によって受けることのある損失を補てんし農業経
営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目
的としている。

共済事業の種類は、国が再保険を行うものとして、
農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園
芸施設共済があり、国が再保険を行わないものとして
任意共済がある。

共済事業の種類及び共済目的（対象となる作物等）
は、表14のとおりである。

事業の実施体制は、農業共済組合又は共済事業を行
う市町村（以下「組合等」という。）が元受けを行い、
組合等の負う共済責任の一部を都道府県の区域ごとに
設立されている農業共済組合連合会（以下「連合会」
という。）の保険に付し、更に、その保険責任の一部
を国の再保険に付すという３段階制によって構成され
ている。（地域の意向を踏まえ、都道府県の区域の組
合と国との２段階制による事業実施も可能。）

また、連合会及び組合等（以下「農業共済団体等」
という。）の保険事業及び共済事業の健全な運営を図
るため、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補
償関係業務（国の出資38億円、連合会等の出資18億円）
により、農業共済団体等に対し、共済金及び保険金の
支払財源が不足する場合に融資を行っている。

表14　共済事業の種類及び共済目的
共済事業の種類� 　　　　共済目的
� � 　　（対象となる作物等）
農作物共済事業� 水稲、陸稲、麦
家畜共済事業� 牛、馬、豚
果樹共済事業� �うんしゅうみかん、なつみかん、い

よかん、指定かんきつ、りんご、ぶ
どう、なし、もも、おうとう、びわ、
かき、くり、うめ、すもも、キウイ
フルーツ、パインアップル

畑作物共済事業� �ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、
てん菜、さとうきび、茶、そば、ス
イートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、
ホップ、蚕繭

園芸施設共済事業� �特定園芸施設、附帯施設、施設内農
作物

任意共済事業� �建物、農機具その他上記以外の農作
物等

（注）１�　農作物共済事業及び家畜共済事業は、原則とし
てその実施が義務付けられている。他の事業は、
地域の実態に応じて実施する。

２　果樹共済事業には、果実の損害を対象とする収
穫共済と樹体の損害を対象とする樹体共済とがあ
る。

３　指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、ネー
ブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうか
ん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、
ゆず及びはるみを総称したものである。

４　特定園芸施設とは、施設園芸用施設のうちその
内部で農作物を栽培するためのプラスチックハウ
ス及びガラス室並びに施設園芸用施設のうち気象
上の原因により農作物の生育が阻害されることを
防止するためのプラスチックハウス及びプラス
チックハウスに類する構造の施設（雨よけ施設等）
をいう。また、附帯施設及び施設内農作物は、特
定園芸施設と併せて加入することができる。

５　任意共済事業は、農業共済組合及び農業共済組

表13　農業信用保証保険関係の予算額及び決算額
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合連合会が自主的に行う事業であり、国の再保険、
共済掛金国庫負担等の助成措置は行われていない。
また、任意共済事業として現実に共済目的になっ
ているものは、建物と農機具のみである。

２　制度の運営

⑴　平成21年度における被害の発生状況及び被害に
対して講じた処置

平成21年度は、7月以降の全国的な日照不足、北海
道における低温、７月末の中国・九州北部の豪雨、８
月の台風第９号、10月の台風第18号等の災害があり、
北海道の水稲、麦、畑作物、九州北部を中心とした大
豆及び愛知県の園芸施設等について大きな被害が発生
した。

被害の発生に対し、以下のとおり通知等を発出し、
損害防止対策や事後対策の実施について組合員等への
周知を図るとともに、確実な被害申告や的確な損害評
価の実施、また、共済金の早期支払体制の確立等につ
いて農業共済団体等に指導した。

７月以降の全国的な日照不足、低温等による農作物
への被害が懸念されたことから、「日照不足、低温及
び大雨による農作物等の被害に係る農業共済の対応に
ついて」（保険監理官通知（平成21年７月29日付け21
経営第2384号））を、また、農林水産大臣の指示によ
り農林水産省内に設置された「日照不足・低温等対策
連絡会議」において、現場の実情をしっかりと受け止
め、被害が生じた場合に、農業共済団体等に対して、
共済金の支払又は仮渡しが年内に行われるような準備
の指示等を行っていくこととされたことを受け、「日
照不足、低温等による被災農業者に対する共済金の年
内支払の確実な実施について」（保険監理官通知（平
成21年８月４日付け21経営第2464号））を発出した。

８月の台風第９号、10月の台風第18号等の災害の際
には、損害防止対策や事後対策について周知するとと
もに、共済金の早期支払体制の確立等について改めて
周知した。

１月には、地域によって例年を大きく上回る積雪に
より園芸施設に被害が発生したことを踏まえ、「降雪
等による被害に係る迅速かつ適切な損害評価の実施及
び共済金の早期支払いについて」（保険監理官通知（平
成22年１月19日付け21経営第5511号））を発出した。

⑵　農林漁業保険審査会
農林漁業保険審査会（会長　山下友信）は、農業災

害補償法第144条の規定に基づき設置されており、農
業災害補償法、森林国営保険法（昭和12年法律第25号）、
漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）及び漁業災

害補償法（昭和39年法律第158号）により、当該審査
会の権限に属させた事項を処理する。

農林漁業保険審査会には、農業共済再保険部会、森
林保険部会、漁船再保険部会及び漁業共済保険部会の
４部会が置かれており、審査事項は、それぞれの保険
等について、政府を相手として提起する訴えに関する
審査である。
⑶　果樹共済及び畑作物共済の料率の一般改定

料率改定期に当たる果樹共済及び畑作物共済の共済
掛金標準率の算定方式について、農林水産大臣が食料・
農業・農村政策審議会（農業共済部会）に諮問したと
ころ、諮問した算定方式を適当と認める旨の答申がな
された。

これを受け、果樹共済にあっては平成22年１月15日
付け農林水産省告示第144号、畑作物共済にあっては
平成22年１月15日付け農林水産省告示第145号をもっ
て共済掛金標準率等が告示され、平成22年産（果樹共
済のうち樹体共済については平成22年度）以降の引受
けに係る共済関係から適用することとされた。

３　農業共済団体等の組織の現状及び運営指
導等

⑴　農業共済団体等の組織の現状
農業共済団体等の組織の現状は、平成21年４月１日

現在で組合等数275、うち組合204、共済事業を行う市
町村71となっている。農業共済事業の効率的・安定的
運営を図るとともに、事業運営基盤の充実強化を目的
として、昭和45年度から組合等の広域合併を推進する
事業が実施されており、その結果、事業区域の広域化
が進展し、市町村の区域より広い組合等数は243（う
ち郡の区域を超える組合等数は173）となっている｡

⑵　運営指導
平成21年４月15日に都道府県主管課長及び農業共済

担当者を集め、21年度における農業共済事業の運営方
針について説明し、組合等に対する指導を指示した。
また、同日、連合会等参事を集め、農業共済事業の適
正・円滑な実施について指示した。

そのほか、事業別や地区別に都道府県及び連合会の
担当者を集めた会議、組合等に対する検査の的確な実
施を図るために検査を担当する都道府県職員を対象と
した検査担当職員中央研修等、種々の会議・講習会を
実施した。

⑶　団体等への助成
農業災害補償法に基づき行う共済事業及び保険事業

に関する基幹的な事務を行うのに要する人件費、庁費
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などの経費を農業共済事業事務費負担金として負担し
ており、農作物共済、畑作物共済、果樹共済及び園芸
施設共済の損害評価を実測調査等により実施するため
の経費を農業共済事業特別事務費補助金として、現行
の損害評価員による把握の方法に代え、衛星画像を活
用した新たな損害評価方法を確立するための経費を農
業共済事業運営基盤強化対策費補助金として農業共済
団体等に補助している。平成21年度における交付実績
は、全都道府県43連合会203組合で、農業共済事業事
務費負担金455億8,515万円、農業共済事業特別事務費
補助金1億169万円、農業共済事業運営基盤強化対策費
補助金2億5,128万円となっている。

４　事業の実績（任意共済事業を除く）

⑴　農業共済への加入状況
平成21年産（度）の各事業を通じての延加入数は

2,281千戸であり、総共済金額は2兆6,957億円となって
いる。

また、引受率は、当然加入制をとっている水稲、麦
及び任意加入制のうち資産価値が高く病傷給付のある
家畜については比較的高位であり、任意加入制をとっ
ている畑作物では60％程度、園芸施設では50％程度、
果樹では25％程度と低位となっている。

⑵　共済掛金の国庫負担等
共済掛金は合計で1,202億円であり、このうち国庫

負担は599億円、農家負担は603億円、平均国庫負担割
合は50％となっている。共済掛金国庫負担割合は、農
作物共済における麦については２段階の超過累進制

（基準共済掛金率3％を境に50％と55％）をとっており、
その他は定率で、畑作物は55％（蚕繭は50％）、豚
40％、その他の作目（水稲、果樹等）については50％
と定められている。

⑶　共済金の支払状況
平成21年産（度）において、災害のため農家に支

払った共済金は合計で1,048億円（平成22年９月末現
在）であった。

⑷　農業共済再保険特別会計
この会計は、平成19年度から特別会計に関する法律

（平成19年法律第23号）に基づき、国の行う農業共済
再保険事業を経理するためのものであり、再保険金支
払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施
設勘定及び業務勘定の６つの勘定に区分されている。

平成21年度の各勘定における収支の概要は、次のと
おりである。（計数は単位未満切捨てによる。）
ア　再保険金支払基金勘定

当勘定の収入は、前年度繰越資金受入241億8,768

万円、預託金利子収入3,823万円の合計242億2,591万
円、支出は、農業勘定へ繰入46億3,765万円、差引
195億8,825万円の剰余となる。この剰余金は、翌年
度の歳入に繰り入れることとして決算を結了した。

イ　農業勘定
当勘定の収支は、収入239億5,071万円、支出224

億5,709万円、差引14億9,362万円の剰余となるが、
未経過再保険料に相当する額1億476万円は翌年度に
繰り越すこととなるので、これを控除すると13億
8,885万円の剰余となる。この剰余金は、再保険金
支払基金勘定へ繰り入れることとして決算を結了し
た。

ウ　家畜勘定
当勘定の収支は、収入447億5,614万円、支出303

億8,541万円、差引143億7,073万円の剰余となるが、
未経過再保険料等に相当する額115億9,271万円は翌
年度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
27億7,802万円の剰余となる。この剰余金は、積立
金として積み立てることとして決算を結了した。

エ　果樹勘定
当勘定の収支は、収入54億6,264万円、支出14億

2,157万円、差引40億4,106万円の剰余となるが、未
経過再保険料に相当する額20億1,023万円は翌年度
に繰り越すこととなるので、これを控除すると20億
3,082万円の剰余となる。この剰余金のうち、15億
5,812万円は再保険金支払基金勘定へ繰り入れるこ
ととし、残額4億7,270万円は、農業共済再保険特別
会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険
金の支払財源の不足に充てるための一般会計からす
る繰入金等に関する法律（昭和52年法律第1号）第1
条第2項の規定により一般会計へ繰り入れることと
して決算を結了した。

オ　園芸施設勘定
当勘定の収支は、収入38億7,544万円、支出21億

1,535万円、差引17億6,008万円の剰余となるが、未
経過再保険料等に相当する額13億805万円は翌年度
に繰り越すこととなるので、これを控除すると４億
5,202万円の剰余となる。この剰余金は、積立金と
して積み立てることとして決算を結了した。

カ　業務勘定
当勘定の収入は一般会計より受入9億8,566万円、雑

収入等28万円の合計9億8,594万円、支出は業務取扱費
9億8,585万円であり、差引89,923円の剰余となる。こ
の剰余金のうち89,451円は、特別会計に関する法律第
8条第2項の規定により翌年度の一般会計の歳入に繰り
入れることとし、残額472円は、翌年度の歳入に繰り



第７章　経　　営　　局 －203－

経　

営　

局

入れることとして決算を結了した。
⑸　独立行政法人農林漁業信用基金（農業災害補償関

係業務）の事業実績
平成21年度における独立行政法人農林漁業信用基金

（農業災害補償関係業務）の事業実績は次のとおりで
ある。
ア　自己資金

当期自己資金は、資本金56億円、積立金19億7,624
万円の計75億7,624万円であった。

イ　貸付
貸付金総額は、前年度より繰り越された17億7,282

万円と、当期中に貸し付けた24億1,745万円の計41
億9,027万円であり、貸し付けた農業共済団体等数
は実数７、貸付件数は16件であった。

ウ　回収
回収金総額は17億7,282万円であった。この結果、

当期末における貸付金残高は24億1,745万円となっ
た。

エ　当期損益
当期における収入総額1億4,260万円に対し、支

出総額は1億1,979万円で差引4億7,718万円の損失で
あった。
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第１節　�農山漁村及び中山間地域
等の振興

１　農山漁村の振興

農村は、農業者を含めた地域住民の生活の場であり、
そのような場で農業が営まれていることにより、農業
の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることか
ら、農業が食料その他の農産物の供給の機能及びそれ
以外の多面的機能を適切かつ十分に発揮できるよう、
農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福
祉の向上により、農村の振興が図られなければならな
い。

一方、農村の現状は、農家人口の減少と混住化が進
んでおり、さらに、地域産業の経営の厳しさ、過疎化・
高齢化の進展等によりその活力が低下している。

このため、農村における土地の農業上の利用と他の
利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総
合的な振興に関する施策を計画的に推進し、地域の農
業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで
住みよいアメニティに満ちた農村とするため、農業生
産基盤の整備と交通、衛生、教育、文化等の生活環境
の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進し、必要
な施策を実施した。

特に農山漁村の活性化については、①地域の活性化
の推進役となる人材への直接支援、②祭りや伝統文化
の保全・復活等、農山漁村集落の再生への支援、③「子
ども農山漁村交流プロジェクト」等、都市と農山漁村
の共生・対流による地域経済の活性化、④農業と商工
業との連携等、各省連携による取組に対する支援を実
施した。

また、「オーライ！ニッポン」（都市と農山漁村の共
生・対流推進会議）等の優良事例について、シンポジ
ウムの開催等を通じ広く国民に向けた情報発信を行う
とともに、ネットワーク化を進めることにより、全国
的な取組への発展を図った。さらに、「農林漁家民宿
おかあさん100選」を選定し紹介することにより、都
市と農山漁村の交流を促進した。

さらに、農林漁業への雇用拡大を効率的かつ効果的
に進めるため、農林漁業の新規就業相談窓口とハロー
ワークの連携強化を図るとともに、緊急雇用対策本部

（本部長：内閣総理大臣）で取りまとめられた緊急雇
用対策に則し、厚生労働省の基金訓練等の農林水産分
野での活用について、Ｑ＆Ａを作成し、都道府県や関
係団体を通じ、周知を行った。

２　中山間地域等の振興

中山間地域は、農家数、耕地面積、農業産出額とも
全国の約4割を占め、我が国農業の重要な部分を担う
とともに、国土・環境の保全、保健休養の場の提供等
の面でも大きな役割を果たしている。

しかしながら、中山間地域は、傾斜地が多く、まと
まった農地が少ないなどの制約があり、規模拡大が困
難な上、定住条件の整備が立ち遅れており、農業者の
高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加などの厳し
い実状にある。

このような中山間地域の活性化を図るため、地域の
基幹産業である農業の振興を図るとともに、多様な就
業機会の確保、更には都市地域に比べて立ち遅れてい
る生活環境の整備に力を入れているところである。

具体的には、農業生産活動を維持するための中山間
地域等直接支払制度など、各種の事業を実施すること
により、中山間地域の活性化に努めている。

⑴　中山間地域等直接支払制度
中山間地域等は、河川の上流域に位置し、農業生産

活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観
形成等の多面的機能を発揮している。中山間地域等で
は、傾斜地が多い等の立地特性を有し、高齢化が進行
する中、平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域
があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等
による多面的機能の低下が特に懸念されている。

このため、担い手の育成等による農業生産活動等の
維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄の発生
を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払い
を実施している。
ア　対象地域及び対象農用地

特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、
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離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開
発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指
定地域及び都道府県知事が指定する地域のうち、鉉
〜鈿の要件に該当する農用地区域内に存する１ha
以上の一団の農用地
鉉　急傾斜農用地
鉤　自然条件により小区画・不整形な田
鉈　草地比率の高い地域の草地
銕　市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用

地、高齢化率・耕作放棄率の高い農地）
鈿　都道府県知事が定める基準に該当する農用地

イ　対象者及び交付額
対象農用地において集落協定等に基づき５年間以

上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し
て、対象農用地面積に、平地地域と対象農用地との
生産条件の格差を基に算出した交付単価を乗じた額
を交付する。

ウ　事業実施主体等
鉉　事業実施主体　市町村
鉤　予算額　23,100,000千円

また、中山間地域等直接支払交付金の交付に当
たっては、平成17年度からの新たな対策における、

「自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に
向けた前向きな取組を推進する」との趣旨の徹底を
図るとともに、新たな対策の下での明確かつ合理的・
客観的基準に基づき対象地域及び対象農用地の指定
並びに適切な対象行為の確認等が確実に行われるこ
とが必要である。

このため、都道府県及び市町村に対し、交付金の
交付等の適正かつ円滑な実施を促進するために必要
な経費を助成する「中山間地域等直接支払推進交付
金」を交付している（予算額346,375千円）。

３　特定地域の振興

⑴　山村振興対策
山村振興法（昭和40年法律第64号）に基づき指定さ

れた振興山村（746市町村（平成21年4月1日現在））に
おいて、生産基盤と生活環境の整備、地球温暖化防止
等に向けた森林の整備等の公共事業や、農山漁村活性
化プロジェクト支援交付金等の非公共事業を実施して
いる。

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度や農林漁業振興のための株式
会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付制度を措置

している。
⑵　特殊土壌地帯対策

鹿児島のシラス等災害を受けやすく、特殊土壌地帯
災害防除及び振興臨時措置法（昭和27年法律第96号）
に基づき指定された特殊土壌地帯（14県261市町村（平
成21年4月1日現在）の対策として、国土交通省や総務
省等とともに治山、治水、農用地整備等の各種施策を
実施している。

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。

⑶　過疎地域対策
過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）

に基づき指定された過疎地域（859地域（平成21年4月
1日現在）において、生産基盤と生活環境の整備、地
球温暖化防止等に向けた森林の整備等の公共事業や、
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等の非公共事
業を実施している。

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度や農林漁業振興のための株式
会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付制度を措置
している。

⑷　豪雪地帯対策
豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）に

基づき指定された豪雪地帯（542地域（平成21年４月
１日現在））において、地域産業の振興や国土保全施
設の整備のための事業を実施している。

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。

⑸　半島振興対策
半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づき指定さ

れた半島振興対策実施地域（23地域（平成21年４月１
日現在））において、生産基盤と生活環境の整備の公
共事業や、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等
の非公共事業を実施している。

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度を措置している。

⑹　離島振興対策
離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づき指定さ

れた離島振興対策実施地域（76地域261島（平成21年
４月１日現在））において、国土保全関係、産業基盤
整備の公共事業や、農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金、離島漁業再生支援交付金等の非公共事業を実
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施している。
また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや

採択基準の緩和等の措置を講じている。
（7）奄美群島振興対策

奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189
号）に基づく奄美群島（12市町村（平成21年4月1日現
在））に対し、国土保全関係、産業基盤整備の公共事
業や、さとうきび生産対策、植物防疫対策（特殊病害
虫特別防除等）、農山漁村活性化プロジェクト支援交
付金等の非公共事業を実施している。

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。

４　農地・水・環境保全向上対策

農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図る
ためには、効率的・安定的な農業構造の確立と併せて、
基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上を図ると
ともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進
することが必要である。

このような中、農地・農業用水等の資源については、
過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低
下により、適切な保全管理が困難となってきている現
状や、ゆとりや安らぎといった国民の価値観の変化等
の視点も踏まえた対応が必要となっている。

また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活
動については、環境問題に対する国民の関心が高まる
中で、我が国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求められている。

これらを踏まえ、地域において農地・水・環境の良
好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果
の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活
動を、一体的かつ総合的に支援する「農地・水・環境
保全向上対策」を平成19年度より実施している。

⑴　共同活動支援交付金
地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民も含

めた多様な主体の参画を得て、農地・農業用水等の資
源の適切な保全管理を行うとともに農村環境の保全等
にも役立つ地域共同の効果の高い取組を促進する必要
があり、これらの資源の保全向上活動に対する支援を
行う。
ア　対象農用地

交付金の算定対象の農用地は、農振農用地
イ　対象活動

市町村と活動組織（資源の保全向上活動を実施す
る団体）が締結する協定に基づき、一定の要件を満
たす農地・水・農村環境の保全向上活動

ウ　事業実施主体
地域協議会（都道府県、市町村、農業者団体等か

ら構成される団体）
エ　補助率　定額
オ　所要額　21,712百万円

⑵　営農活動支援交付金
農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的

に、化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減する
など、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な
営農活動に対する支援を行う。
ア　対象地域

「共同活動支援」の実施地域であって、計画等に
基づき地域として環境保全に取り組む地域。

イ　対象活動
活動組織内の農業者が協定に基づき、集落等を単

位として、以下の①及び②を合わせて実施する場合
に支援を行う。
①　環境負荷低減に向けた地域全体の農業者による

取組（たい肥等の有機質資材の投入、浅水代かき
等の環境負荷低減の取組を、集落等の対象区域の
おおむね全ての生産者が実施）

②　まとまりをもって環境負荷を大幅に低減する先
進的取組（地域でまとまりを持って、持続性の高
い農業生産方式の導入により、化学肥料・化学合
成農薬の使用を原則５割低減する等の先進的な取
組を実施）

ウ　事業実施主体
地域協議会

エ　補助率　定額
オ　所要額　2,771百万円

また、農地・水・環境保全向上対策が広く国民の
理解を得て、地域において農地・水・環境の良好な
保全と質的向上を図るという対策の目的を達成する
ためには、実施に当たって、本対策の趣旨の徹底、
明確かつ合理的・客観的基準に基づく要件の設定、
対象活動の実施状況の確認等が行われることが重要
である。

このような観点から、都道府県、市町村及び地域
協議会が行う交付金の交付等を適正かつ円滑に実施
するために必要な経費に対して助成する農地・水・
環境保全向上活動推進交付金を交付している。　（予
算額1,612百万円）

５　都市と農村の共生・対流等の促進

⑴　　広域連携共生・対流等対策交付金
都市と農山漁村の多様な取組主体が参加して行う共
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生・対流の先導的な取組などやその実現に必要な施設
の整備について支援を行った。

また、都市農業の振興を図るとともに、身近な農業
を活かし都市住民の生活向上に資するため、体験農園
の全国的な普及に向けた先導的取組や都市農地の保全
に向けたモデル的な取組への支援を行った。

ａ　事業実施主体　�農業協同組合、森林組合、漁業
共同組合、農事組合法人、農業
生産法人、NPO法人、公益法人、
土地改良区、農山漁村等の住民
の組織する団体等

ｂ　交　付　率　定額
ｃ　予　算　額　737,790千円

⑵　子ども農山漁村交流プロジェクト
農山漁村において、全国の小学生が自然体験・農業

体験などの宿泊体験活動を行う「子ども農山漁村交流
プロジェクト」を昨年度に創設したことに伴い、各都
道府県の受入の核となるモデル地域を指定し、その受
入体制整備を支援した。

ａ　事業実施主体　�農業協同組合、農事組合法人、
漁村等の住民の組織する団体等

ｂ　交　付　率　　定額
ｃ　予　算　額　　640,000千円
⑶　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（地域間交流拠点の整備）
地域資源を活用した都市住民に魅力ある交流拠点、

廃校・廃屋等を改修した交流施設、市民農園など農林
漁業体験施設の整備を支援した。

ａ　事業実施主体　都道府県、市町村、農業協同組
合、PFI事業者、NPO法人　等

ｂ　交　付　率　定額（1/2以内　等）
ｃ　予算額　41,770,106千円の内数
⑷　農

ふ る

山漁
さ と

村地域力発掘支援モデル事業
農山漁村に存する有形・無形の様々な地域資源の保

全・活用を通じて活力ある農山漁村を実現しようとす
る取組への支援を行った。

ａ　事業実施主体　地域協議会、民間団体
ｂ　補　助　率　定額
ｃ　予　算　額　934,014千円

６　農村における就業・所得機会の創出等

⑴　　農村地域への工業等導入の促進
「農村地域工業等導入促進法」（昭和46年法律第112

号）は、農村地域への工業等導入を積極的かつ計画的
に促進するとともに、農業従事者がその希望及び能力
に従ってその導入される工業等に就業するための措置

を講ずること等により、農業と工業等との均衡ある発
展及び雇用構造の高度化に寄与してきた。

本法に基づき、平成20年３月末現在で750市町村に
おいて8,917社が導入され、約58万人が雇用されてい
る。

こうした工業等導入の実態を把握し、本法の適正か
つ円滑な推進を図るため、「農村地域工業等導入地区
管理基本調査」を実施した。

⑵　農業就業改善対策
ア　農村コミュニティ再生・活性化支援事業
（うち地域産業との連携の推進）

農山漁村と地域企業との連携や多様な主体の連携
による新たな事業の創出など、農山漁村の地域の
資源と人材を活かした取組の実施に対し支援を行っ
た。（平成21年度実績：35地区）
ａ　事業実施主体　�NPO法人、農業協同組合、森

林組合、水産業協同組合、土地
改良区、地方公共団体が出資す
る団体等

ｂ　補　助　率　1/2以内
ｃ　予　算　額　90,010千円の内数
⑶　農村活性化人材育成派遣支援モデル事業

農村地域における活性化活動への従事を希望する都
市部人材等の活用を主な目的とする人材育成システム
の構築に向け、人材育成や都市と農村をつなぐ能力を
持ったコーディネート機関に対して支援を行い、農村
の自立的な地域活性化を担う人材の育成・確保を安定
的に支える仕組みを作る取組に寄与してきた。

ａ　事業実施主体　�NPO法人、観光協会、営利法人、
学校法人、商工会等

ｂ　交　付　率　定額（1/2以内　等）
ｃ　予　算　額　199,236千円

⑷　日系農業者支援
ア　国際農業連携活性化特別対策事業

我が国及び中南米諸国等の農業者組織間の交流の
活性化を通じて、中南米諸国等の日系農業者の経
営の近代化を支援するとともに、双方の資源、技
術、資金等を活かしたアグリビジネスの創出を支援
することにより、我が国の農業活性化及び国際協調
の促進を図るため、全国拓植農業協同組合連合会

（JATAK）に対して126,393千円の補助金を交付し
た。
鉉　農業技術開発支援事業

農業技術普及交流センターにおいて、日系農業
者のニーズを踏まえた農業技術開発等を行い、開
発された技術について協力普及員による普及活動
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を行うとともに、日系農協や農業試験場等との共
同研究体制の整備を行った。
鉤　農業技術普及交流事業

地域リーダーや青年リーダーとなりうる日系農
業者の研修受入れを行うとともに、日本からの専
門家派遣、異業種交流会の開催等を行った。
鉈　農業情報受発信事業

試験研究・技術開発成果や現地の取組事例等に
ついての情報収集及びデータベース化を行い、現
地の状況を踏まえた多様な媒体を活用して日系農
業者等に対して情報発信を行った。
銕　二国間農協連携促進事業

我が国農協とブラジル国日系農協等とのアグリ
ビジネスの創出に向け、有識者による「二国間農
協連携促進事業検討会」を開催し、事業化に向け
た取組方針等について検討するとともに、連携事
業具体化に向け、我が国農協の専門家による現地
調査、輸出入制度調査等を行った。

イ　農業移住者援護事業
（財）地方農業拓植基金協会等と（社）中央農業

拓植基金協会は、農業移住者等の資金調達の円滑化
に資するため、その援助者の金融機関からの借入金
について債務保証を行った。

第２節　�優良農地の確保と計画的
な土地利用の推進

１　農業振興地域の整備に関する法律

国土資源の合理的利用の観点から土地の農業上の利
用と他の利用との調整に留意しつつ、農業の近代化に
必要な条件を備えた農業振興地域を保全・形成し、当
該農業振興地域について農業に関する施策を計画的に
推進するため「農業振興地域の整備に関する法律」（昭
和44年法律第58号）が昭和44年９月に施行され、農業
振興地域制度が発足した。その後、農業振興地域にお
ける土地の計画的・効率的な利用を一層促進するため
に同法の一部が改正され、昭和50年７月に施行された。
　昭和59年には、土地利用型農業の生産性向上を中心
とする構造政策の推進による農業の体質強化と、活力
ある農村地域社会の形成とを同時並行的に推進するた
めに同法の一部が改正され、同年12月に施行された。

平成11年には、農業生産にとって最も基礎的な資源
である農用地を良好な状態で確保する等の観点から同
法の一部が改正され、平成12年３月20日に施行された。

平成17年には、農業振興地域整備計画の透明性を一

層向上させる観点から同法の一部が改正され、同年９
月1日に施行された。

平成21年には、一層着実な優良農地の確保を図る観
点から同法の一部が改正され、同年12月15日に施行さ
れた。
⑴　農用地等の確保等に関する基本指針の策定

平成11年の改正により、農林水産大臣が農用地等の
確保等に関する基本指針を策定することとなり、農用
地等の確保に関する基本的な方向のほか、農業振興地
域の指定の基準等を内容とする基本指針が平成12年3
月17日に定められた。

また、平成17年３月に閣議決定した「食料・農業・
農村基本計画」を受けて、同年11月15日に同指針の一
部が変更された。

⑵　農業振興地域整備基本方針の作成
同法が昭和44年９月に施行された後、都道府県にお

いては、直ちに農業振興地域整備基本方針の策定作業
に着手し、昭和45年度までにすべての都道府県におい
て農林水産大臣の承認を受けて「農業振興地域整備基
本方針」が定められた（沖縄県については、昭和47年
度に定められた）。

⑶　農業振興地域の指定
「農業振興地域整備基本方針」を定めた都道府県が

指定する農業振興地域は、平成20年３月末現在で2,166
地域存在する。農業振興地域の総面積は約1,721万ha
に達しており、国土面積の約45％を占めている。

⑷　農業振興地域整備計画の策定
市町村が定める「農業振興地域整備計画」は、平成

20年3月末現在2,165の農業振興地域について策定がな
されている。農用地区域の総面積は、平成21年12月１
日現在約482万haに達している。そのうち農地（耕地）
の総面積は約407万haである。
⑸　国の補助事業等の集中実施と税制上の優遇措置

ア　国の補助事業等の集中実施
市町村整備計画の達成を図るため、土地の農業上

の利用条件の改善のための整備及び土地の農業上の
開発整備に関する事業、農業生産の近代化に必要な
施設の整備に関する事業並びに農地の保有合理化に
関する事業については、原則として農用地区域を対
象とし、また農村生活環境の整備に関する事業、農
産物の広域的流通加工施設の整備に関する事業等、
農業振興地域の一体的整備を図るものについては、
農業振興地域を対象として引き続き実施した。

イ　制度上の優遇措置
同法の規定に基づく市町村長の勧告、都道府県知

事の調停又は農業委員会のあっせんにより農地等が
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譲渡された場合の譲渡所得の特別控除、特定事業用
資産の買い換え及び交換の特例、不動産取得税の軽
減、農用地区域内の農地についての相続税評価上の

「純農地」としての評価の措置を引き続き講じた。

２　景　観　法

　⑴　法制度及びその趣旨
景観形成のための取組は、これまで、地方自治体に

よる自主条例や地域住民による協定の締結等を中心に
進められてきたが、景観形成のための行為規制等の面
で限界も生じている。

このような状況に対して、我が国の都市、農山漁村
等における良好な景観の形成を促進することを目的と
して、「景観法」（平成16年法律第110号）が制定された。

　⑵　法制度の具体的な内容
本制度を適用しようとする場合、まず、景観行政団

体が、景観計画を定める。さらに、農山村地域におい
ては、景観計画に適合して市町村が景観と調和のとれ
た良好な営農条件を確保する必要がある土地の区域に
ついて景観農業振興地域整備計画を定めることができ
る。同計画は、景観と調和した土地の農業上の利用に
関する事項及び農用地・農業用施設等の整備に関する
事項等をその内容とする。同計画の区域については、
景観と調和のとれた農業的土地利用を誘導するための
市町村長の勧告制度のほか、NPO法人等も農地の利
用権を取得し管理できるよう、農地法の特例等の措置
が講じられている。

3　農地転用の状況

農地及び採草放牧地の転用面積は、昭和48年をピー
ク（67,720ha）に昭和49、50年に大幅な減少に転じ、
昭和51年以降はほぼ横ばい（３万ha前後）で推移し
てきたが、平成13年は農地法第４、５条許可・届出、
農地法第４、５条該当以外及び農業経営基盤強化促進
法該当とも前年を下回り、農地転用面積では初めて2
万haを下回った。平成20年には、1万5,846ha（対前年
比97.9％）、採草放牧地では16.0haとなっている。

⑴　用途別の農地転用面積
農地転用面積の用途別構成をみると、「住宅用地」

が28.7％、「その他の業務用地」が25.9％、「工・鉱業
用地が8.5%、「道水路、鉄道用地」が8.4%で、これら
四者で全体の71.5%を占める。

⑵　　転用主体別の農地転用面積
農地転用面積を転用主体別にみると、全体では

「その他の法人・団体」（33.8％）、「農家以外の個人」
（30.0％）、「農家」（21.0％）でほとんど（計84.8％）

を占めているが、農地法第4、5条該当以外（農業経
営基盤強化促進法該当を除く）では「地方公共団体」

（29.2％）、「農家以外の個人」（27.9％）、「農家」（23.3%）
となっている。

4　耕作放棄地の再生利用

⑴　耕作放棄地の状況
高齢化の進行、労働力不足等に伴い耕作放棄地は増

加しており、農林業センサスによると、昭和50年には
13万1千haであった耕作放棄地面積は、平成17年の時
点で38万6千haへと増加している。また、これらの耕
作放棄地のうち、22万3千haは農家に所有され、16万
2千haは土地持ち非農家により所有されているが、土
地持ち非農家に所有される耕作放棄地面積は30年間で
5倍となっており、耕作放棄地増加の大きな原因となっ
ている。

⑵　耕作放棄地の再生利用に向けた取組
このような状況を踏まえ、平成21年度は、荒廃した

耕作放棄地を再生利用するため地域の取組を総合的に
支援する耕作放棄地再生利用緊急対策（20,856百万円）
を創設した。

なお、「平成21年度の荒廃した耕作放棄地の状況調
査｣ において、農地として利用すべき荒廃した耕作
放棄地を新たに約0.8万ha確認したが、国・都道府県・
市町村の各段階において耕作放棄地対策等の取組が進
められたことにより0.6万haの再生が図られた。その
結果、農地として利用すべき荒廃した耕作放棄地の面
積は、前年度に比べ約0.2万ha増の約15.1万haとなった。

第３節　農業農村整備事業等の推進

1　概　　　　説

⑴　農業農村整備事業実施概要
「食料・農業・農村基本法」（平成11年法律第106号）

の基本理念である、食料の安定供給の確保、農業・農
村の多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の
振興の実現を図るため、食料・農業・農村に関する施
策を総合的かつ計画的に推進することが重要である。
このため、平成21年度においては、食料自給率向上に
向けた基盤・条件整備の推進、担い手の育成と農地の
有効利用、農業用水の安定的供給の確保、耕作放棄地
解消に向けた取組の推進、安全で安心して暮らせる農
村づくりと活性化、農山漁村地域における低炭素社会
の実現、生物多様性の保全への貢献に重点を置き、計
画的かつ効率的に事業を実施している。
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⑵　土地改良長期計画
平成20年度から平成24年度までの５年間を計画期間

とする新たな土地改良長期計画が、平成20年12月26日
に閣議決定された。

新たな土地改良長期計画においては、国民・消費者
の食料・農業・農村に対する要請・期待に応えていく
ため、引き続き国民・消費者に視点を置きつつ、「自
給率向上に向けた食料供給力の強化」、「田園環境の再
生・創造」、「農村協働力の形成」の視点に立って、計
画的かつ総合的に土地改良事業を進めていくこととし
ている。

計画期間内における、政策目標ごとの目指す主な成
果及び事業量は次の通りである。
ア　「自給率向上に向けた食料供給力の強化」の視点

からの政策目標
鉉　効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農

地利用集積
ａ　目指す主な成果

�・農業生産基盤の整備地区において、意欲と
能力のある経営体への農地の利用集積率を約
７割以上に向上

�・このうち面的集積率を約7割以上に向上
�・農業生産基盤の整備地区において、新たに

農業生産法人等を約130法人設立
ｂ　事業量

�・意欲と能力のある経営体への農地の利用集
積を条件として約7.5万haの農地において、
区画整理、農業用用排水施設の整備、営農上
必要な農業用道路の整備等を実施

�・約3.7万haの畑地において農業用用排水施設
の整備を実施

鉤　農業用用排水施設のストックマネジメントによ
る安定的な用水供給機能等の確保
ａ　目指す主な成果

基幹的農業用用排水施設について、適時適切
な更新整備を通じて延べ約290万haの農地に対
する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保
を図るため、ストックマネジメントを推進
�・機能診断済みの施設の割合（再建設費ベース）

約２割（H19）→約６割（H24）
ｂ　事業量

約1.5万kmの農業用用排水路と約1,600箇所の
施設について機能診断を実施

鉈　農用地の確保と有効利用による食料供給力の強
化
ａ　目指す主な成果

�・水稲と畑作物の選択的作付を可能とする基
盤整備の実施により対象農地における耕地利
用率を105％以上に向上

�・農地、農業用水等の保全・整備により耕作
放棄地の発生の防止を図り優良農地を確保
約120万ha（H19）→延べ約205万ha（H24）

�・湛水被害等が発生するおそれのある農用地
の延べ面積
約91万ha（H19）→約67万ha（H24）

ｂ　事業量
�・約5.0万haの水田において、区画整理や暗きょ

排水等の整備による水田の汎用化を実施
�・約200万haの農用地において農地、農業用水

等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活
動により適切な保全管理

�・農地防災、農地保全等の各種防災事業を約
3,000地区で総合的に推進

イ　「田園環境の再生・創造」の視点からの政策目標
鉉　田園環境の再生・創造と共生・循環を活かした

個性豊かで活力ある農村づくり
ａ　目指す主な成果

個性豊かで活力ある農村づくりに向け、田園
自然環境の創造に着手
�・約1,400地域（H19）→約1,700地域（H24）
�・このうち生物多様性に配慮した生態系のネッ

トワークの保全の推進
約670地域（H19）→約830地域（H24）

�・このうち農村地域における良好な景観の保
全・創出
約50地域（H19）→約80地域（H24）
個性豊かで活力ある農村づくりに向けた農村

生活環境の向上
�・農業集落排水汚泥のリサイクル率

61％（H19）→70％（H24）
�・汚水処理人口普及率

84％（H19）→93％（H24）
�・農業集落排水処理人口

約350万人（H19）→約400万人（H24）
ｂ　事業量

�・農村地域における田園自然環境の創造に向
けた整備を約1,700箇所において実施

�・このうち生態系のネットワークの保全に向
けた整備を約740箇所で実施

�・このうち農村地域における良好な景観の保
全・創出に向けた整備を約30箇所で実施

�・農業集落排水汚泥のリサイクルを約510地区
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において新たに実施
�・農業集落排水施設の整備を約860地区におい

て実施
�・農業生産基盤の整備と併せ、良好な景観や

豊かな自然環境等の地域の特性を活かした個
性豊かで活力ある農村づくりのための整備を
約820地区において実施

鉤　減災の観点も重視した農業災害の防止による安
全・安心な地域社会の形成への貢献
ａ　目指す主な成果

活力ある農村の再生に向けた災害リスクの軽
減
�・防災情報伝達体制やハザードマップの整備

がなされているため池数
約2,200箇所（H19）→約3,600箇所（H24）

ｂ　事業量
老朽化等に伴い災害リスクが高く緊急に対策

を要するため池等の整備を約1,900地区におい
て実施

ウ　「農村協働力の形成」の視点からの政策目標
鉉　農村協働力を活かし、集落等の地域共同活動を

通じた農地、農業用水等の適切な保全管理
ａ　目指す主な成果

�・農地、農業用水等の保全管理に係る集落等
の協定に基づき地域共同活動を行う地域数及
び参加者数
約1.7万地域（H19）
→約3.0万地域（H24）
約130万人・団体（H19）
→約220万人・団体（H24）

�・農業生産基盤の整備等において、農業者や
地域住民等の多様な主体が工事の施工に直接
参加する直営施工への参加者数
延べ約5.9万人（H15 〜 H19）
→延べ約6.5万人（H20 〜 H24）

ｂ　事業量
�・農地、農業用水等の保全管理に係る約3.0万

の集落等の協定に基づく地域共同活動によ
り、約200万haの農用地において適切な保全
管理を実施

�・農業生産基盤の整備等において、多様な主
体が工事の施工に直接参加する直営施工を延
べ約800地区において実施

なお、本計画に基づき各施策を実施するに当
たっては、事業の効率的かつ効果的な実施のた

め、以下を踏まえて事業を実施することとして
いる。
�・施策連携の強化
�・国と地方公共団体、土地改良区等の役割分

担と連携強化
�・地域の特性に応じた整備
�・地球環境問題への対応
�・情報化の推進、技術の開発
�・入札契約の透明性、競争性の拡大
�・事業評価の厳正な運用と透明性の確保
�・工期管理とコスト構造改善

2　農業生産基盤整備・保全事業

⑴　基幹農業用用排水施設の整備
ア　事業の種類

基幹農業用用排水施設等の整備を目的とする事業
には、国営かんがい排水事業及び都道府県営かんが
い排水事業があり、国営事業にあっては、受益面積
おおむね3,000ha以上（畑地帯にあっては、1,000ha
以上）、都道府県営事業にあっては、受益面積おお
むね200ha以上（畑地帯にあっては、100ha以上）
にわたる土地の基幹農業用用排水施設の整備を行
う。国営及び都道府県営事業は、さらに、事業の内
容、性格等により予算上区分して実施している。

国営事業の国庫負担率は、農林水産省2/3 〜
70％、北海道・離島75 〜 85％、沖縄90 〜 95％、奄
美90％となっている。また、都道府県営事業の国庫
負担率は50 〜 80％となっている。

イ　平成21年度における整備の目標
新たな長期計画において基幹農業用用排水施設整

備事業については、既存ストックを有効活用すると
ともに、畑地における農業用用排水施設の整備を行
うこと等により安定的な用水供給機能及び排水条件
の確保を図ることとしている。　

したがって、平成21年度における事業の実施に当
たっては、基幹農業用用排水施設整備等、本来の趣
旨に従って、引き続き事業効果の早期発現に配慮す
るとともに、地区別の事情を十分に把握し、着実な
推進を図った。

ウ　事業実施の状況
基幹農業用用排水施設の整備は、国営かんがい排

水事業、都道府県営かんがい排水事業及び水資源機
構事業に分かれて実施されている。このうち、国営
及び都道府県営かんがい排水事業の平成21年度事業
実施額は2,206億円で、事業種別の実施額及び地区
数は表１のとおりである。
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鉉　国営かんがい排水事業
平成21年度における継続地区は農林水産省60地

区、北海道31地区、沖縄１地区、計92地区で、こ
れらの地区においては平成20年度に引き続いて事
業の推進を図った。そのうち、本州９地区、北海

道４地区、計13地区は事業を完了した。
また、平成21年度においては、新たに本州３地

区、北海道５地区、沖縄１地区、計９地区の新規
着工を行った。

表１　21年度基幹農業用用排水施設整備の実施状況

表２　21年度国営かんがい排水事業完了地区及び新規地区
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鉤　都道府県営かんがい排水事業
基幹農業用用排水施設の整備事業として都道府

県営かんがい排水事業を実施している。
平成21年度においては、継続地区609地区の事

業を推進するとともに、このうち95地区を完了し、
また、新たに187地区について着工した。
鉈　ストックマネジメント事業

施設の機能を長期間にわたり保全する長寿命化
対策として、基幹水利ストックマネジメント事業、
地域農業水利施設ストックマネジメント事業を実
施している。

平成21年度においては、継続地区329地区の事
業を推進するとともに、このうち53地区を完了し、
また、新たに138地区について着工した。

エ　水資源機構事業
水資源機構事業は、水資源の総合的な開発と利用

の合理化を図るため、「水資源開発促進法」（昭和36
年法律第217号）に基づいて、水資源開発水系に7水
系（利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及
び筑後川）が指定されている。その各水系毎に水資
源開発基本計画が策定されており、（独）水資源機
構は、「独立行政法人水資源機構法」（平成14年法律
第182号）に基づき、農業用水等の確保などに資す
る施設の改築及び管理を一貫して実施している。

建設事業（農業用水関係分）においては、21年度
事業費206億5,000万円（うち当省補助金額82億8,800
万円）をもって、豊川用水二期、群馬用水施設緊急
改築及び両筑平野用水二期の継続３地区を実施する
とともに、新たに木曽川右岸施設緊急改築の１地区
について着工した。

また、管理事業（農業用水関係分）においては、
21年度事業費108億9,041万円（うち当省補助金額23
億5,800万円）をもって、群馬用水、利根導水路、
埼玉合口二期、印旛沼開発、成田用水、北総東部用
水、東総用水、霞ヶ浦用水、木曽川用水、三重用水、
香川用水、両筑平野用水、筑後川下流用水、愛知用
水及び豊川用水の継続15地区の施設の管理を実施し
た。

⑵　水田地帯の整備
ア　経営体育成基盤整備事業

将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体
を育成し、これらの経営体が農業生産の相当部分を
担う農業構造を確立するため、地域農業の展開方向
及び生産基盤整備の状況等を勘案し、農地の利用集
積や経営体の育成、生産基盤整備の目標等を定めた
基盤整備関連経営体育成等促進計画を策定し、必要

となる生産基盤及び生活環境の整備を経営体の育成
を図りながら一体的に実施するもので、受益面積が
おおむね20ha以上で、経営体への経営等農用地面
積のシェアの増加及び認定農業者の一定割合以上の
増加が図られることが確実である地区について、国
庫補助率50％（沖縄75％、離島55％、奄美60％）で
実施した。

イ　水田農業振興緊急整備事業
本事業は、水田における麦・大豆等の土地利用型

作物が一定規模以上作付けされる地域を対象に、き
め細かい排水対策と土づくり対策等を機動的・緊急
的に実施するもので、農業用用排水施設・農道・暗
渠排水・客土・区画整理のうち２以上の事業の受益
面積の合計がおおむね20ha以上で、米の計画的生
産外の面積（生産調整面積）の概ね５割以上、若し
くは裏作の場合は地区の水田面積の３割以上に麦・
大豆等の作付けが確実である地区について、国庫補
助率50％で実施した。

平成21年度における経営体育成基盤整備事業（耕
作放棄地解消・発生防止基盤整備事業等を含む。）、
水田農業振興緊急整備事業の実施状況は表３のとお
りである。

表３　経営体育成基盤整備事業、水田農業振興緊急整備事
業の実施状況

（単位：千円）
� 地区数� 予算額
経営体育成基盤整備事業� 822� 68,306,000
水田農業振興緊急整備事業� 1� 68,250

⑶　基盤整備を契機とした担い手育成対策等
経営体育成促進事業
経営体育成基盤整備事業等のハード事業の完了時ま

でに、事業地区の農用地面積に占める担い手の経営等
農用地面積が、一定以上増加することを要件に、株式
会社日本政策金融公庫等が、土地改良区等に対し農家
負担金の一部について無利子資金の貸付けを実施して
いる。

⑷　畑地帯の総合整備
我が国の畑地面積は､ 約213万haであり､ 全耕地面

積の約45％を占めているが、その生産基盤整備は水田
に比べれば遅れている。

一方、我が国の食料消費構造は、高品質化、他品目
化等多様化しており、野菜、果実、家畜物等への需要
が増大している。

さらに、農作物の自由化に備え畑作経営の安定を図
ることが緊急の課題となっている。

このような情勢に対処し、畑作物の経済的かつ安定
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的供給を図るため、畑地帯の生産基礎を整備すること
が緊要である。このため、国営、県営による畑地帯の
かんがい施設の整備、農道の整備、区画整理等の各種
事業を総合的に実施する総合整備事業を積極的に推進
している。

また、平成21年度における実施事業の実績及び地区
数は表４のとおりであり、総額546億円の事業を実施
した。
ア　畑地帯総合整備事業（担い手育成型）
鉉　概説

集落単位を基本とし、農地利用の流動化の促進
の前提条件となるほ場条件の均質化を図る効率的
な基盤整備と担い手の経営安定のための生産環境
整備等を総合的に行うため、平成21年度において
は、新規９地区を採択して事業を推進している。
鉤　事業の仕組み

ａ　内　　容　�農業用用排水施設、農道、区画整
理及びこれらと密接に関連したそ
の他基盤整備（暗きょ排水、農用
地造成､土層改良､農用地の保全）、
営農用水施設、農業集落環境管理
施設、交換分合、農業経営高度化
支援等

ｂ　事業主体　都道府県
ｃ　採択基準　�・�受益面積20ha（北海道100ha、

離島・沖縄・奄美10ha）以上
�・担い手の経営する農地の利用

集積が一定要件以上図られるこ
とが確実であること。

ｄ　補 助 率　50 〜 75％
イ　畑地帯総合整備事業（担い手支援型）
鉉　概説

畑作農業経営の体質強化を目的に、担い手の生
産合理化を図るために必要な生産基盤整備と生産
集落環境整備を一体的に行い、担い手農家の経営
の安定に資する畑地帯整備を総合的に行うもので
あり、平成21年度においては、新規35地区を採択
して事業を推進している。
鉤　事業の仕組み

ａ　内　　容　�農業用用排水施設（単独で行う施
設整備事業を含む）､ 農道､ 区画
整理及びこれらと密接に関連した
その他基盤整備（暗きょ排水、土
層改良（単独で行う土層改良事業
を含む）、農用地造成、農用地の
保全）､ 営農用水施設（単独で行
う営農用水事業を含む）､ 農業集
落環境管理施設、農業集落道、交
換分合等

ｂ　事業主体　都道府県
ｃ　採択基準　・�受益面積30ha（沖縄及び奄美

20ha）以上
�・担い手の受益農家戸数に占め

る割合又は、担い手の経営面積
の受益面積に占める割合が10％
以上

ｄ　補 助 率　50 〜 75％

表４　21年度畑地帯総合整備事業の実施状況

⑸　国営農用地再編整備事業
国営農用地再編整備事業は、農業の生産性の向上、

農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するこ
とを目的に、農業における基本的な生産手段である農

用地（既耕地）と未墾地を併せた再編整備、農用地の
造成等を行うものである。
ア　国営農地再編整備事業

広範にわたる地域を対象とした区画整理と開畑の
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一体的な実施等の生産基盤整備を通じて、生産性
の向上や地域農業の展開方向に即した農業構造の実
現、農業的土地利用と非農業的土地利用の整序化を
図るとともに、農業の振興を基幹とした総合的な地
域の活性化に資することを目的とする。この事業は、

平場農業地域を対象とする一般型と中山間地域を対
象とする中山間地域型に区分されるが、一般型につ
いては、平成12年度に事業制度を廃止し、経過措置
により事業を実施している。

平成21年度の実施状況は表５のとおりである。

表５　農用地再編整備事業の実施状況

⑹　国営干拓事業
国営干拓事業は、海面や湖面の公有水面等を陸地化

し農地を創設するもので、入植・増反等により、意欲
ある農家の農業経営の規模拡大、経営の安定化を図る
ことを目的に実施している。

平成21年度における国営干拓事業の実施状況は表６
のとおりである。

表６　国営干拓事業の実施状況
� （単位：千円）

実施地区数　　1� 国費　　3,600,000

⑺　特定中山間保全等整備事業
ア　旧緑資源機構の経緯等

旧緑資源機構は、平成11年10月に農用地整備公団
の業務を森林開発公団に継承し、緑資源公団と改称
して設立され、平成15年10月に独立行政法人緑資源
機構となったものであり、農林業の振興と森林及び
農用地の有する公益的機能の維持増進に資するた
め、水源林造成事業、緑資源幹線林道事業、農用地
総合整備事業、特定中山間保全整備事業及び海外農
業開発事業等を実施してきた。

旧緑資源機構は、「独立行政法人整理合理化計画」
（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、平成19年
度限りで廃止（「独立行政法人緑資源機構法を廃止
する法律」（平成20年法律第８号））され、その業務
の一部は、（独）森林総合研究所及び（独）国際農
林水産業研究センターに承継された。

イ　業務内容
旧緑資源機構の廃止に伴い、農業生産基盤整備関

係業務を承継した森林総合研究所が、農用地総合整
備事業及び特定中山間保全整備事業を実施した。

農用地総合整備事業は、農業的土地資源に恵ま
れ、農業構造改善の必要があり、外部インパクト等
を活用して生産性の高い農業生産地域を形成するこ
とが可能な地域において、農用地の整備と土地改良
施設の整備を一体として総合的かつ集中的に実施す
るもので（農用地整備面積150ha以上かつ土地改良
施設整備の受益面積が1,000ha以上）ある。補助率
は、工種毎に内地40％〜 2/3（北海道40 〜 80％以内）
の補助率を基礎とする総合補助率である。

特定中山間保全整備事業は、中山間地域の森林と
農用地が混在する地域では、必要な施業が行われて
いない森林や耕作放棄地が増加しており、森林及び
農用地のもつ公益的機能の低下が下流の都市部にも
影響することが懸念されていることから、水源林造
成の指定地域であって、地勢条件が悪く農業の生産
条件が不利な地域において、水源林造成と一体とし
て森林及び農用地の整備を行い、水源かん養をはじ
めとした公益的機能の維持増進を図るものである。
補助率は55％以内（基幹農林道は2/3以内）である。

なお、上記の２事業は、現在実施中の事業区域の
完了をもって廃止することとされている。

ウ　業務の実施状況
鉉　農用地総合整備事業

平成21年度の実施区域数は、継続６区域である。
鉤　特定中山間保全整備事業

平成21年度の実施区域数は、継続３区域である。
なお、平成21年度における実施状況は、表７の

とおりである。
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表７　21年度特定中山間保全等整備事業の実施状況
（単位：千円）

� 事　業　名� 区域数� 事業費� 国費
特定中山間保全等整備事業� 9� 14,211,000� 9,442,000
農用地総合整備事業� 6� 11,211,000� 7,362,000
特定中山間保全整備事業� 3� 3,000,000� 2,080,000

⑻　土地改良調査計画
平成21年度においては，土地改良事業を計画的かつ

円滑に推進するため，国営地区調査及び地域整備方向
検討調査等を行うとともに，長寿命化に配慮した更新
整備計画や環境・景観配慮のための基本的方針等の策
定を行う広域基盤整備計画調査を実施した。また，土
地改良事業の環境配慮を推進するための新たな調査計
画手法の検討等を実施した。

なお，平成21年度に国営地区調査を実施した調査費
と地区数は表８のとおりである。

表８　21年度国営地区調査の実施状況

⑼　農道の整備
農道整備事業は、農業の振興を図る地域において農

道網を有機的かつ合理的に整備することにより、農業
の生産性の向上及び農産物流通の合理化を図るととも
に農村地域生活環境の改善に資することを目的に実施
している。

整備された農道は、農地への通作、農業用資機材の
運搬、農産物の処理・加工・貯蔵・流通施設等への集
荷、それらの施設から市場・消費地への輸送などに利
用されている。

また、農道の整備を契機に農産物直売所などの開設
や都市農村交流などが取り組まれるなど、農道整備は、
農村振興を図るうえで重要な役割を果たしている。
ア　広域営農団地農道整備事業
（広域営農団地農道型）

広域営農団地育成対策の一環として策定された広
域営農団地整備計画に基づく団地内の農道網の基幹
となる農道について、都道府県が事業主体となって
行う農道整備事業である。採択要件は受益面積がお
おむね1,000ha以上、総事業費が20億円以上、車道
幅員がおおむね５ｍ以上である。事業費の50％（水
源地域対策特別措置法及び北海道寒冷地畑作営農改
善資金融通臨時措置法に基づく地域で行うものは
55％）の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金を
財源としている。なお、離島、振興山村、過疎地域、
半島振興対策実施地域、特定農山村地域または急傾

斜地帯で行うものでは採択要件が緩和されている。
イ　広域営農団地農道整備事業
（中山間活性化ふれあい支援農道型）

中山間地域の農業振興を図り、道路事業との連携
をもって都市と中山間地域の交流拡大及び中山間地
域の活性化を計画的・効率的に促進する農道につい
て、都道府県が事業主体となって行う農道整備事業
である。採択要件は受益面積がおおむね200ha以上、
総事業費が20億円以上、車道幅員は連携する道路事
業と調整が図られたものであることとなっている。
事業費の50％（水源地域対策特別措置法及び北海道
寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法に基づく地
域で行うものは55％）の国庫補助金、都道府県費及
び地元負担金を財源としている。

ウ　基幹農道整備事業
農業生産の近代会又は農業生産物の流通の合理化

を図るため重要かつ農村環境の改善に資する農道網
の基幹となる農道の新設又は改良。採択要件は受益
面積がおおむね50ha以上、総事業費が１億円以上、
車道幅員がおおむね４ｍ以上となっている。

なお、沖縄県、離島、奄美群島、振興山村、過疎
地域、半島振興対策実施地域で行うものは採択要件
が緩和されている。

財源は事業費の50％（北海道及び離島55％、奄美
群島75％、沖縄85％）の国庫補助金、都道府県費及
び地元負担金となっている。
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エ　一般農道整備事業
農道網の基幹となる農道、樹園地等における幹支

線農道などの整備を、都道府県が事業主体となって
行う農道整備事業である。採択要件は受益面積がお
おむね50ha以上、総事業費が5千万円以上、全幅員
がおおむね4.5ｍ以上となっている。事業費の50％

（北海道及び離島55％、奄美群島75％、沖縄85％）
の国庫補助金、都道府県費及び地元負担金を財源と
している。ただし、山村振興法、過疎地域自立促進
特別措置法、半島振興法に基づき農林水産大臣が指
定した基幹農道の新設または改良を行う事業につい
ては、各法の規定により地元負担金がなく、国庫補
助金と都道府県費を財源としている。

なお、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域、半島
振興対策実施地域、または急傾斜地帯で行うものは
採択要件が緩和されている。事業の実施内容は次の
とおりである。
鉉　農道の新設または改良（鉤〜銕以外）
鉤　樹園地、野菜指定産地における畑地帯または田

畑輪換を行う水田地帯等における農道網の一体的
整備
鉈　自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の

生産条件が不利な地域等の農業集落を結ぶ農道の
新設または改良
銕　振興山村、過疎地域、または半島振興対策実施

地域において国営農地再編整備事業（中山間地域
型）と一体的に行う農道整備事業

オ　農道保全対策事業
既設の農道について、点検診断を行うとともに機

能保全面からの更新整備や、農道機能強化対策面等
からの整備水準の向上を図るほか、緊急対策を行う
事業である。採択要件は受益面積の合計が50ha以
上、総事業費が3千万円以上、財源は事業費の45％（北
海道及び離島50％、奄美群島65％、沖縄80％）の国
庫補助金、都道府県費及び地元負担金となっている。

平成21年度における農道整備事業の実施状況は表
９のとおりである。

表９　平成21年度農道整備事業の実施状況
（単位：千円）

� 事　業　区　分� 地区数� 国費額
農道整備事業
　広域営農団地農道整備事業� 126� 9,796,000
　基 幹 農 道 整 備 事 業� 179� 9,228,000
　一 般 農 道 整 備 事 業� 147� 4,560,000

⑽　農地防災事業等
農地防災事業は、農用地および農業用施設における

自然災害の発生を未然に防止し、又は農業用用排水の
汚濁や農用地の土壌汚染を防止し、もしくは地盤沈下
等により低下した農用地・農業用施設の機能回復を図
ること等により農業生産の維持および農業経営の安定
を図り、併せて国土及び環境の保全に資することを目
的に実施する事業であり、「土地改良法」（昭和24年法
律第195号）、「地すべり等防止法」（昭和33年法律第30
号）等に基づいて計画的に行われている。予算科目は
以下のとおりである。

（項）農業生産基盤整備・保全事業費
（目）総合農地防災事業費
（目）地すべり対策事業費
（目）�農地防災事業費補助（防災ダム、ため池等整備、

湛水防除事業費補助）
（目）�農地保全事業費補助（地すべり対策、農地保

全整備事業費補助）
（目）�農村環境保全対策事業費補助（水質保全対策、

公害防除特別土地改良、地盤沈下対策、総合
農地防災事業費補助）

（項）農村整備事業費
（目）�中山間総合整備事業費補助（中山間地域総合

農地防災事業費補助）
（項）農業施設災害関連事業費

（目）鉱毒対策事業費補助
平成21年度には、地域全体の防災安全度を効率的か

つ効果的に向上させ、併せて、地域活性化に資するよ
う、防災・減災を核とする中での、環境保全や親水面
での利活用にも資するため池の総合整備対策である

「地域ため池総合整備事業」、国営施設の観測情報や、
気象等の防災情報を迅速に収集、伝達、蓄積及び分析
整理するための防災情報ネットワーク設備を整備及び
保守運用する「国営造成土地改良施設防災情報ネット
ワーク事業」を新たに創設した。

平成21年度における各事業の実施状況は、表10の
とおりである。
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⑾　土地改良施設の管理
土地改良事業によって造成された農業水利施設は、

農業生産を支える基本的施設であるとともに、生態系
や景観の形成などの多面的機能を発揮する重要な社会
共通資本である。

今日、これらの農業水利施設は、ダムなどの基幹施
設から末端の農業用用排水施設に至るまで膨大なス
トックを形成していることから、効率的な更新整備や
保全管理を充実していくことが重要な課題となってい
る。
ア　国営造成施設管理事業等
鉉　直轄管理事業

国営造成施設のうち、特定の施設について国が
行う管理事業であり、平成21年度は５地区で実施
した。
鉤　広域農業水利施設総合管理事業

同一水系において複数の国営造成施設を国が一
元的に管理する事業であり、平成21年度は1地区
で実施した。
鉈　国営造成施設水利管理事業

国営造成施設等に係る水利権の更新協議に必要
な資料の作成等を行う事業であり、平成21年度は
29地区で実施した。
銕　国営造成水利施設保全対策指導事業

国営事業により造成された基幹的施設を対象
に、機能診断及び機能保全計画の策定を国が行う
事業であり、平成21年度は956施設で実施した。
鈿　国営造成水利施設保全対策推進事業

施設の保全に係る権利の設定及び更新を国が行
う事業であり、平成21年度は８地区で実施した。
鉋　ストックマネジメント技術高度化事業

ライフサイクルコストを効率的に低減させるた
め、現場条件に応じた診断技術及び対策工法の適
用性の検証を通じてストックマネジメント技術の
高度化を図る事業であり、平成21年度は24事務所
で実施した。
鉐　国営造成施設県管理補助事業

国営造成施設で，都道府県が管理しているダム、
頭首工、排水機場及び防潮水門のうち、一定の施
設について国が助成する事業であり、平成21年度
は29地区で実施した。
銜　基幹水利施設管理事業

市町村等が土地改良区と連携を図りつつ、公共・
公益性の高い基幹的な国営造成施設の管理強化を
行う事業であり、平成21年度は280地区で実施し
た。

イ　土地改良施設技術管理事業等
鉉　国営造成施設管理体制整備促進事業

国営造成施設の予定管理者である土地改良区等
に対して操作技術の習熟を図る操作体制整備と、
国営造成施設等を管理する土地改良区等の管理体
制整備を行う事業であり、平成21年度は257地区
で実施した。
鉤　基幹水利施設管理技術者育成支援事業

安全性の向上や技術的進展に的確に対応した管
理技術の向上を図るため、指導・援助及び研修等

表10　21年度の内防災事業等の実施状況
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を実施する事業であり、平成21年度は26地区で実
施した。
鉈　新農業水利システム保全対策事業

農業構造改革と多様な水田営農を進めるため、
農業水利施設における水利用の効率化、施設管理
の省力化を実現する「農業水利システム保全計画」
と「管理省力化施設整備事業」等を併せて行うも
のであり、平成21年度は246地区で実施した。
銕　農業用水水源地域保全整備事業

貯水池など農業用水の水源地域において、良質
な農業用水の安定的な供給のために、森林の整備
等を行う事業であり、平成21年度においては、41
道府県について実施した。
鈿　農業用水水源地域保全対策事業

貯水池など農業用水の水源地域において、森林
整備等を行うための調査及び、水源地域を取り巻
く現状や課題について理解を深め農業用水の有効
利用を図る活動を推進する事業であり、平成21年
度には122地区で実施した。

実施状況（21年度）
予算額（千円）

直轄管理事業� 1,134,656
広域農業水利施設総合管理事業� 864,114
国営造成水利施設保全対策指導事業� 2,725,723
国営造成水利施設保全対策推進事業� 89,270
ストックマネジメント技術高度化事業� 1,879,743
国営造成施設県管理補助事業� 1,098,444
基幹水利施設管理事業� 1,609,312
国営造成施設管理体制整備促進事業� 2,557,308
基幹水利施設管理技術者育成支援事業� 195,021
新農業水利システム保全対策事業� 743,000
農業用水水源地域保全整備事業� 5,000,000
農業用水水源地域保全対策事業� 1,000,000

３　農村整備事業

⑴　　農村総合整備事業
ア　地域開発関連整備
鉉　土地利用秩序形成型

本事業は、優良農用地の確保と土地利用秩序の
形成等により、農業を含めた地域の開発・振興を
図るため、土地利用調整計画に従い、非農業的土
地利用と調整を図りつつ、ほ場整備を実施するこ
とにより、優良農用地の確保と非農用地の創設を
行うものである。
鉤　地域整備関連促進型

本事業は、地域の活性化に資すると認められる

構想と連携を図りつつ、農業生産基盤及び農村地
域の生活環境基盤の整備を総合的に実施すること
により、これらの構想等の円滑な推進と農業の生
産性の向上を図るものである。

上記鉉、鉤を合わせた、地域開発関連整備の平
成21年度の実施状況を以下に示す。

� 実施地区数　５　� 国費　163百万円
⑵　農村振興総合整備事業

ア　農村振興総合整備事業
本事業は、都道府県単位の広域的な視点での地域

特性等を踏まえた農村整備を推進するため、それぞ
れの農村振興のテーマに沿って、地域住民の参加の
もと、関係府省との連携を図りつつ、地域の多様な
ニーズに応じた農業生産基盤と農村生活環境の整備
を総合的に実施するものである。平成21年度の実施
状況を以下に示す。
� 実施地区数　54� 国費　5,533百万円

イ　村づくり交付金
本交付金は、農業生産基盤と農村生活環境の総合

的な整備を実施し、農業生産性の向上を図りつつ、
快適な生活環境と定住条件が確保された個性的で魅
力ある村づくりを実施するものである。平成21年度
の実施状況を以下に示す。
� 新規採択地区数　10� 国費　19,535百万円

⑶　田園整備事業
ア　田園空間整備事業

本事業は、農村の有する豊かな自然、伝統、文化
等多面的機能を再評価し、農村地域の活性化に資す
る各種公共公益施設用地の整備と伝統的農業施設及
び美しい農村景観等の保全・復元に配慮した整備等
を総合的に行い、魅力ある田園空間づくりによる都
市との共生の推進に資するものである。平成21年度
の実施状況を以下に示す。
� 実施地区数　10� 国費　４億5,000万円

イ　田園交流基盤整備事業
田園空間整備事業と併せて、農村の活性化に資す

る集落間の連絡に必要な農業集落道等の交流基盤の
整備を行うものである。平成21年度の実施状況を以
下に示す。
� 実施地区数　6� 国費　3億4,600万円

⑷　地域用水環境整備事業
農業用水は、農業生産のための機能のほかに、生活、

防火、消流雪、水質浄化用水、景観・生態系の保全な
ど多面的な機能（地域用水機能）を有している。この
ような地域用水機能は、国民の価値観の変化や農村地
域における混住化等の進展の中で、地域住民への憩い
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と安らぎの空間の提供等、その一層の発揮が求められ
てきている。

本事業は、農業水利施設の適切な維持管理を確保し
つつ、地域住民のニーズに即して地域用水機能を適切
に発揮させていくための以下の整備を行うものであ
る。
ア　地域用水環境整備事業

農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地
域用水機能の維持・増進を図るための施設の整備を
実施。なお、市町村等が行う場合は、統合補助事業
として実施するものである。平成21年度の実施状況
を以下に示す。
実施地区数� 64� 国費　2,094百万円
新規採択地区数� 14�新規採択総事業費　4,213百万円

イ　歴史的施設保全事業
文化財としての価値を有する農業水利施設等の土

地改良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつ
つ、施設の補修等を実施するものである。平成21年
度の実施状況を以下に示す。
実施地区数� １� 国費　131百万円
新規採択地区数� 0

⑸　農業集落排水事業
近年の農村社会における混住化の進展、生活水準の

向上等により、農業用用排水の水質汚濁が進行し、農
作物の生育障害、土地改良施設の維持管理費の増大等
の問題が生じている。これを受け、農業用用排水の水
質保全、農業用用排水施設の機能維持及び農村生活環
境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与
するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚
水、汚泥又は雨水を処理する施設を整備し、生産性の
高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資するこ
とを目的として、昭和58年度に農業集落排水事業を創
設した。

平成18年度には、新規整備の対象地域を沖縄県や離
島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、水質汚濁防
止法、湖沼水質保全特別措置法、有明海及び八代海を
再生するための特別措置に関する法律及び瀬戸内海環
境保全特別措置法に基づく指定地域に限定し、それ以

外の地域は市町村の自主性と裁量性の拡大を目指し
て、村づくり交付金で実施することとした。

国庫補助率は50％（内地、北海道、離島）、60％（奄
美）及び75％（沖縄）であり、平成21年度の実施状況
を以下に示す。

新規採択地区数　57� 国費　12,456百万円
⑹　中山間地域総合整備事業等

自然的、経済的、社会的条件に恵まれない中山間地
域に対して、農業農村の活性化を図るとともに、併せ
て地域における定住の促進、国土・環境保全等に資す
るために、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の
展開方向を探り、農業生産基盤と農村生活環境基盤等
の整備を総合的に行うものである。

事業対象地域は、過疎地域自立促進特別措置法、山
村振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法に
よる指定を受けた市町村または準ずる市町村。

国庫補助率は、55％（北海道55％、離島60％、沖縄
75％、奄美70％）で都道府県営事業、市町村営事業と
も同じである。

中山間地域総合整備事業等の平成21年度の実施状況
を以下に示す。

�・中山間地域総合整備事業
実施地区数311地区� 国費　24,811百万円

�・農地環境整備事業
実施地区数24地区� 国費　1,245百万円

４　海岸事業

海岸法（昭和31年法律第101号）に基づく、海岸保
全施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水
又は地盤の変動による被害から農地を保全するため、
堤防、突堤、護岸等の海岸保全施設の新設、改良等を
実施した。また、海岸環境整備事業により国土保全と
の調和を図りつつ海岸環境の整備を実施するほか、津
波・高潮危機管理対策緊急事業により、既存の海岸保
全施設の緊急的な防災機能確保のための整備を実施し
た。平成21年度における海岸保全事業の実施状況は表
11のとおりである。

表11　平成21年度海岸保全事業の実施状況
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５　災害復旧事業

⑴　概　　況
我が国は、気象的、地理的環境から災害が発生しや

すく、毎年頻発する台風、集中豪雨、地震、高潮など
の災害によって農地の流失、埋没、あるいは河川の堤
防、ため池、頭首工などの決壊により農作物などに莫
大な損害を受け、また道路、橋梁の流失によって交通
が途絶するなど、その被害は単に農地、農業用施設の
みにとどまらず国民経済の全般に及び、これらによる
有形無形の損失は、計り知れないものがある。

農地及び農業用施設の災害復旧事業は「農林水産
業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する
法律」（昭和25年法律第169号）、農地保全に係る海岸、
海岸保全施設及び地すべり防止施設の災害復旧事業は

「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」（昭和26年
法律第97号）に基づいて行われ、特に激甚な災害につ
いては「激甚災害に対処するための特別の財政援助等
に関する法律」（昭和37年法律第150号）が適用され地
元負担額を軽減するなどの特別の助成措置が行われる
ことになっている。また、国営で施行中の事業等が災
害を受けた場合の災害復旧事業は、「土地改良法」（昭
和24年法律第195号）第88条に基づいて行われること
になっている。

災害復旧事業は、その性質上他の公共事業と比べ、
特に迅速な措置が要求されるため緊急に復旧対策を計
画し実施しなければならないことから早期に査定を行
い、事業に必要な経費が不足した場合は補正予算等に
より措置されている。

⑵　新規災害
平成21年に発生した農地、農業用施設及び農地保全

に係る海岸、海岸保全施設、地すべり防止施設の被害
額は表12のとおりである。

表12　平成21年災被害額
　区　　　　　　分� 箇所数� 被害額（千円）
直 　 　 　 　 　 轄� 0� 0
農 　 　 　 　 　 地� 14,850� 15,975,431
農 業 用 施 設� 12,482� 24,422,717
海 岸 保 全 施 設 等� 9� 154,000
　　　　 計� 27,341� 40,552,148

このうち、特に被害の大きい災害であった次の災害
が激甚災害として指定され、特別の財政措置を行った。
ア　平成21年６月９日から８月２日までの間の豪雨に

よる災害（８月28日指定　政令第232号）
イ　平成21年８月８日から同月11日までの間の豪雨及

び暴風雨による災害（９月15日指定　政令第241号）
また、局地的に激甚であった災害については、市町

村を単位として政令で激甚災害が指定され、特別の助
成措置を行った。

なお、平成21年10月６日から同月８日までの間の暴
風雨による三重県津市等の区域に係る災害については
早期に局地激甚災害として指定された。

新規発生災害の平成21年度における事業の実施状況
は、表13のとおりである。

表13　平成21年度新規発生災害の事業実施状況
� 区　　　分� 事業費（千円）� 国　費（千円）
直 轄� 0� 0
農 地� 5,191,800� 4,719,346
農　業　用　施　設� 8,048,543� 7,638,067
海 岸 保 全 施 設 等� 49,052� 32,718
　　　　 計� 13,289,395� 12,390,131
直轄地すべり対策災害関連緊急� 1,500,915� 1,500,915
農 業 用 施 設 関 連� 3,185� 2,819
農地災害関連区画整備� 0� 0
海岸保全施設等関連� 8,026� 4,013
災害関連農村生活環境施設� 34,930� 17,465
災害関連緊急地すべり� 57,050� 28,525
災害関連緊急大規模流木等� 8,394� 4,197
　　　　 計� 1,612,500� 1,557,934
　　　合　　計� 14,901,895� 13,948,065

⑶　過年災害
平成20年までに発生した災害に係る農地等の災害復

旧事業及び災害関連事業のうち平成20年度に完了しな
かったものの、平成21年度における事業の実施状況は、
表14のとおりである。

表14　平成21年度過年災害の事業実施状況
� 区　　分� 事業費（千円）� 国　費（千円）
直　　　　　　　　轄
� 20年災� 6,085,000� 6,085,000
農　　　　　　　　地
� 19年災� 18,605� 16,856
� 20年災� 502,741� 427,833
農 業 用 施 設
� 19年災� 94,092� 88,352
� 20年災� 1,064,186� 984,372
海 岸 保 全 施 設 等
� 20年災� 423� 282
農 業 用 施 設 関 連
� 19年災� 147,533� 127,616
災害関連農村生活環境
� 20年災� 6,570� 3,285
　　　　計� � 7,919,150� 7,733,596
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６　その他の事業

⑴　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
本交付金は、「農山漁村の活性化のための定住等及

び地域間交流の促進に関する法律」（平成19年法律第
48号）に基づき実施される交付金である。

定住や地域間交流を促進することによって農山漁村
地域の活性化を図るため、地方自治体が地域の自主性
と創意工夫による計画を作成し、国はその実現に必要
な施設整備を中心とした総合的取組を交付金により支
援する。

支援対象については、以下の通りである。
①　定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るた

めの生産基盤及び施設の整備に関する事業
②　定住等を促進するための集落における排水処理

施設その他の生活環境施設の整備に関する事業
③　農林漁業の体験のための施設その他の地域間交

流の拠点となる施設の整備に関する事業
④　その他農林水産省令で定める事業
⑤　①から④の事業と一体となってその効果を増大

させるために必要な事業又は事務
事業実施主体：�都道府県、市町村、地方公共団体等

が出資する法人、土地改良区、農業
協同組合、水産業協同組合、森林組
合、農林漁業者等の組織する団体、
PFI事業者、NPO法人　等

交 付 率：�定 額（1/2､ 5.5/10、4.5/10、4/10、
1/3以内　等）

平成21年度予算額：41,770百万円の内数
⑵　農村振興再生可能エネルギー導入支援事業

農村地域に豊富に賦存する農業用水等の再生可能エ
ネルギーを効率的に利活用し、農業関連施設の維持管
理費の節減、農業農村への新たな付加価値の創出等を
推進するため、農村地域における再生可能エネルギー
導入にかかる調査設計や協議手続等を本事業によって
支援した。

平成21年度予算額　　　　1,402百万円
⑶　地域バイオマス利活用交付金

地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地
域でエネルギー、工業原料、材料、製品へ変換し、可
能な限り循環利用する総合的利活用システムを構築す
るため、バイオマスタウン構想の策定、バイオマスの
変換・利用施設等の一体的な整備等、バイオマスタウ
ンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な
取組により支援するものである。

平成21年度予算額　　11,164百万円の内数

⑷　バイオ燃料地域利用モデル実証事業
我が国における国産バイオ燃料の実用化の可能性を

示すため、輸送用の石油燃料に代替又は混合可能な燃
料として導入が見込まれるバイオエタノール及びバイ
オディーゼル燃料を対象に、原料の調達から燃料の供
給まで、地域の関係者が一体となった取組により支援
するものである。

平成21年度予算額　　2,914百万円
⑸　ソフトセルロース利活用技術確立事業

農村の地域資源である稲わら等のソフトセルロース
系原料を利活用して、効率よくバイオ燃料を製造する
技術を確立することを目的とし、ソフトセルロース系
原料の収集運搬、バイオ燃料の製造及び利用に係る一
体的な取組により支援するものである。

平成21年度予算　　2,466百万円
⑹　広域連携等バイオマス利活用推進事業

食品事業者等が都道府県の行政界を越えて行う広域
的な食品廃棄物等バイオマスの利活用の取組につい
て、広域的なバイオマス利活用システムの構築並びに
バイオマスプラスチックのリサイクルシステムや国産
原材料由来のバイオマスプラスチックの定着のため、
食品事業者等が行う啓発普及活動、実証試験を支援す
るものである。

平成21年度予算額　　188百万円
⑺　バイオマスタウン形成促進支援調査事業

本事業によって、バイオマスタウンの早期実現に向
け、地域のバイオマス利活用施設整備を推進する上で
必要な技術情報の整備、経済的な新しい利活用システ
ムの開発及び地域の人材育成などの技術的支援を強化
することにより、全国展開を促進するものである。

平成21年度予算額　　　222百万円

第４節　土地改良制度等

１　土地改良制度

⑴　土地改良団体の運営等
ア　土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団

体連合会の設立状況等
鉉　設立等

平成21年度末における土地改良区及び土地改良
区連合の地区数等は表15のとおりである。
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表15　土地改良区等の地区数・面積
� 土地改良区� 同連合� 計
前年度地区数� 5,255� 79� 5,334
本年度設立地区数� 22� 0� 22
本年度解散地区数� 127� 2� 129
現在地区数� 5,150� 77� 5,227
のべ面積（ha）� 2,713,912� 284,156� 2,998,068

また、土地改良事業団体連合会は48団体（全国
を含む）である。
鉤　検査

｢土地改良法｣（昭和24年法律第195号）第132条
に基づき、土地改良区及び土地改良区連合並びに
土地改良事業団体連合会の検査を実施している。

毎年度の検査は、年度当初に土地改良区等の業
務運営の状況及び財務の規模等を勘案して検査計
画を作成し、実施している。

イ　水土保全強化対策事業
農村地域の都市化・混住化の進展や農業者の高齢

化・後継者不足等に伴う集落機能の低下を起因とし
た土地改良施設管理の困難化の進展、農業構造改革
の加速化・米政策改革に伴う担い手の育成と合理的
な水管理・土地利用調整による農用地の利用集積の
推進、土地改良事業の実施に関する地元調整課題の
増加等、土地改良区には諸課題への的確な対応が求
められている。

このような実情にかんがみ、次の事業を行った。
鉉　土地改良施設管理指導事業

全国土地改良事業団体連合会及び都道府県土地
改良事業団体連合会が、土地改良施設の円滑な管
理を図るために行う、土地改良施設の診断・管理
指導及び土地改良区等と地域住民等が連携した施
設管理に関する事業。
鉤　土地改良換地等促進事業

全国土地改良事業団体連合会及び都道府県土地
改良事業団体連合会が、換地事務の円滑な推進を
図るために行う、土地改良換地士等の技術強化の
ための研修及び換地事務指導並びに農用地の利用
集積の技術的指導等。また、全国農業会議所、都
道府県農業会議及び都道府県土地改良事業団体連
合会が、交換分合による農用地集団化の推進を図
るために行う、交換分合に関する啓発普及、技術
指導等。
鉈　土地改良相談等事業

都道府県土地改良事業団体連合会が、土地改良
区等の土地改良事業の事業主体に対して行う、土
地改良事業に関する苦情・紛争等についての調停

並びに非補助土地改良事業の推進に関する助言及
び指導。また、全国土地改良事業団体連合会及び
都道府県土地改良事業団体連合会が、換地に関す
る異議紛争について、早期解決及び未然防止を図
るために行う助言及び指導。
なお、平成21年度は、4億6,799万円を計上し、上

記鉉〜鉈の各事業に対し助成を行った。
ウ　土地改良施設維持管理適正化事業

近年、土地改良事業の実施に伴い、土地改良施設
の整備が急速に進展し、造成された施設も大幅に増
加してきており、その整備補修が極めて重要な課題
となっている。土地改良施設の整備補修は、本来、
土地改良区等土地改良施設の管理者自らが行うべき
であるが、近年における農村環境等の大きな変化に
即応した対策が必ずしも円滑に行われていないのが
現状である。

このような実情にかんがみ、全国土地改良事業団
体連合会に土地改良区等による施設整備補修のため
の資金を造成し、この資金を利用して土地改良施設
の定期的な整備補修を行う「土地改良施設維持管理
適正化事業」を実施し、土地改良区等土地改良施設
管理者の管理意識の昂揚を図るとともに、土地改良
施設の機能の保持と耐用年数の確保に努めている。

また、生産調整に伴う地域営農の変化に対応した
用排水の管理の改善合理化を図るため、当該地域の
土地改良区が管理する施設についての整備改善計画
を策定し、その計画に定められた「施設改善対策事
業」を実施した。

なお、平成21年度の実施状況は、表16のとおり
である。

表16　土地改良施設維持管理適正化事業の実施状況
（単位：千円）

� 平成20年度� 平成21年度
年間総事業費� 11,176,246� 10,979,869
国 庫 補 助 額� 3,352,872� 3,293,959

エ　土地改良区組織運営基盤強化対策
土地改良区は、土地改良事業の実施や当該事業で

造成された施設の管理等、土地改良事業を推進する
中核的な団体であり、今後、農村地域の環境との調
和に配慮しつつ、合理的な水・土地利用の調整とき
め細かい水管理の必要性等を踏まえ、より適切かつ
効率的な施設管理を行っていくことが期待されてい
る。

しかしながら、近年、農業者の高齢化や農産物価
格の低迷など厳しい農業情勢等の中で、土地改良区
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は零細・小規模で財政基盤が脆弱化し、その役割を
十分に果たせなくなってきている事態が生じてい
る。

このような実情にかんがみ、次の事業を行った。
鉉　土地改良区等が土地改良施設の効率的・適正な

維持管理、土地利用調整、農業の多面的機能の発
揮への関与等による地域社会への貢献等に総合的
に対応するために必要な基本計画を策定する事業
運営改革基本計画策定事業
鉤　公募団体及び都道府県土地改良事業団体連合会

に、広域的な統合整備や米政策改革を踏まえた土
地利用調整を推進するための指導体制を整備し、
広域合併の要となる人材育成研修を実施する土地
改良区組織運営基盤強化推進事業
鉈　都道府県が策定している統合整備基本計画等に

即して行う土地改良区の合併又は合同事務所の設
置や、土地改良施設管理水準向上のための整備補
修及び土地改良施設の維持管理体制の再編整備を
行う統合再編整備事業
銕　都市化・混住化や管理施設の高度化・複雑化等

により農業用用排水路等の維持管理に著しい支障
が生じている土地改良区が、
①　土地改良法第56条第2項に基づく市町村等協

議を実施するため、管理に要する費用の分担計
画の策定等

②　地域住民の参画を得て行う地域環境の維持・
創造に資する活動の実施及び管理作業へ地域住
民が参画するための協定書の策定等

③　集落管理組織の機能が低下している土地改良
区が効率的な水管理システムを構築するための
農業用水管理系統再編計画の策定等

を行う農業用用排水路等管理組織整備推進事業
なお、平成21年度は、2億746万円を計上し、上記
鉉〜銕の各事業に対し助成を行った。

⑵　農用地等集団化
ア　換地処分の事前調整及び交換分合の実施

分散した農用地の集団化を図り、土地条件を整備
することは農業の生産性の向上と農業構造の改善を
図る上で極めて重要であるため、土地改良法に基づ
く区画整理等に伴う換地処分の事前調整及び農業委
員会等が行う交換分合に対して助成を行った。

イ　交換分合附帯農道等整備の実施
交換分合の推進を図るため、交換分合の対象とな

る農用地の条件を均等化し、大型機械の導入による
労働力の節減など集団化の効果を一層向上させるた
め、交換分合と一体の計画の下で実施する農道等の

整備に対して助成を行った。　
ウ　平成21年度助成額

平成21年度には、41,770百万円の内数（農山漁村
活性化プロジェクト支援交付金）を計上し、上記ア
及びイを行った。

⑶　土地改良財産の管理及び処分
国営土地改良事業で造成した施設等（土地改良財産）

については、土地改良法第94条の規定により農林水産
大臣がこれを管理し処分することとなっている。この
場合において、その管理は原則として土地改良区等に
委託することとしており、21年度末までに土地改良財
産を管理委託した実績は、表17のとおりである。

表17　管理委託実績（21年度末）
国営土地改良事業完了
地区数� 1,144地区
管理委託済施設数
　ダム、頭首工、揚水機場等� 1,380施設
　水路、道路� 17,347㎞

⑷　融資関係
ア　農業基盤整備資金（耕地）

本資金は、農業の生産力の増大及び生産性の向上
を図るための農業生産基盤の整備や農村環境基盤の
整備を図るための長期・低利の資金である。

株式会社日本政策金融公庫の貸付実績額は、表
18のとおりである。

また、沖縄振興開発金融公庫の貸付実績額は補助
残資金4,649万円で前年比316.3%、非補助資金は融
資実績なしで、合計4,649万円で前年比316.3%となっ
た。

表18　21年度貸付実績額
（単位:百万円、%）

� 21年度貸付� 20年度貸付� Ａ/Ｂ
� 実績額Ａ� 実績額Ｂ
農業基盤整備資金
　（耕地）� 8,493� 9,644� 88.1
　補　　　　　助� 6,250� 7,082� 88.3
　　県　　　　営� 5,224� 5,803� 90.0
　　団 　 体 　 営� 1,026� 1,279� 80.2
　非 補 助� 2,243� 2,562� 87.5
　　一　　　　般� 2,243� 2,562� 87.5
　　利 子 軽 減� 0� 0� 0
担い手育成農地集
積資金� 7,843� 7,668� 102.3
合　　　　　　計� 16,336� 17,312� 94.4

（注）　株式会社日本政策金融公庫「業務統計」による。

イ　担い手育成農地集積資金
本資金は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者
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等に対し農用地の利用集積が図られる特定の土地改
良事業の実施に必要な費用の一部を土地改良区等に
無利子で貸し付ける資金である。

株式会社日本政策金融公庫の貸付実績額は、表
18のとおりである。

また、沖縄振興開発金融公庫の貸付実績額は1,251
万円で前年比136.9％であった。

⑸　土地改良負担金総合償還対策事業
本事業は、財団法人全国土地改良資金協会に、国

の助成により平成２年度から６年度までの５年間に
1,000億円、また、ＵＲ対策として平成７年度から12
年度までの６年間に新たに1,000億円の合計2,000億円
の土地改良負担金対策資金を造成し、この資金の活用
により負担金の償還が困難な地区に対し、次の事業を
行うものである。
ア　土地改良負担金償還平準化事業

本事業は、一定の要件を満たす地区において、負
担金の水準が一定以上の期間について、その一定額

（平準化目標額）を超える部分を土地改良区等が融
資機関から資金を借り入れて後年に繰り延べること
により償還の平準化を図る場合に、借入利率が無利
子となるよう利子補給するものである。

平成21年度末現在で、814地区認定している。
イ　担い手育成支援事業

本事業は、一定の要件を満たす担い手への農用地
利用集積に積極的に取り組む地区に対して、負担金
の水準が一定以上の期間について、負担金の償還利
率が2.0％を超える利子相当額を土地改良区等に対
し助成するものである。

平成21年度末現在で、1,691地区認定している。
ウ　土地改良負担金償還円滑化事業

本事業は、昭和63年度に創設された土地改良事業
償還円滑化特別対策事業を継続したものであり、土
地改良区が農協等の資金（円滑化資金）を借り入れ、
これを土地改良事業等の償還金に充てることにより
償還の円滑化を図った場合に、当該借入金に係る金
利の一部について利子補給を行うものである。

平成21年度末現在で、27地区認定している。
エ　特別型国営事業計画償還助成事業

本事業は、農家等の負担分について財投資金を借
り入れている特別型の国営土地改良事業地区等のう
ち、負担金の円滑な償還が困難となっている地区を
対象に、償還時における利息の一部の助成を行うも
のである。

平成21年度末現在で、61地区認定している。
オ　水田・畑作経営所得安定対策等支援事業

本事業は、水田・畑作経営所得安定対策の導入な
ど力強い農業構造の実現に向けた農政改革に則し、
農業の担い手への農用地の利用集積率が増加するこ
とが確実と見込まれる場合に、土地改良区等が負担
する額の６分の５に相当する額を無利子で貸付けを
行うものである。

平成21年度末現在で、382地区認定している。
カ　災害被災地域土地改良負担金償還助成事業

本事業は、土地改良区等に対して、一定規模以上
被災した農用地又は土地改良施設等の受益地に係る
被災年度の負担金の償還利息に相当する額を助成す
るものである。

平成21年度末現在で、29地区認定している。
⑹　経営安定対策基盤整備緊急支援事業

本事業は、土地改良事業等の農家負担金を償還中の
地区であって、農地利用集積の増加等が見込まれる地
域に対して、当該年度の償還利息に相当する額を助成
するものである。
⑺　土地改良負担金償還特別緊急支援対策事業

本事業は、全国土地改良事業団体連合会に、国の助
成により土地改良負担金特別緊急対策基金を造成し、
土地改良事業等の農家負担金を償還中の地区であっ
て、農地利用集積の増加等が見込まれる地域に対して、
平成23年度までの３年間に限って、当該年度の償還利
息に相当する額を助成するものである。

２　農業水利関係

河川法に基づく水利使用に関する協議
国土交通大臣は、水利使用に関する河川法第23条、

第24条及び第26条第１項の許可又は第34条第１項の承
認に係る申請に対する処分をしようとするときは、河
川法第35条第１項の規定に基づき関係行政機関の長に
協議しなければならない。

これにより、国土交通大臣は、最大取水量が毎秒1.0
㎥以上又はかんがい面積が300ha以上のかんがいのた
めの水利使用に係る許可、認可の処分をしようとする
ときには、農林水産大臣に協議するものである。

最近の協議件数は表19のとおりである。
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表19　�河川法第35条第１項の規定による水利使用に関す
る処分の協議件数

� 年度� かんがい� 発電� 計
� 12� 11� 2� 13
� 13� 19� 3� 22
� 14� 17� 0� 17
� 15� 26� 2� 28
� 16� 21� 1� 22
� 17� 12� 1� 13
� 18� 20� 1� 21
� 19� 29� 1� 30
� 20� 31� 1� 32
� 21� 67� 2� 69

（注）発電は、かんがい用水に完全従属する小水力発
電である。
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第１節　�農林水産研究開発の推進
状況

１　農林水産技術会議の運営

⑴　農林水産技術会議の審議状況
農林水産技術会議は、国家行政組織法の特別の機関

として農林水産省に設置されており、試験研究の基本
的計画の企画・立案、農林水産省の試験研究機関及び
農林水産省所管の独立行政法人の行う試験研究の調
整、状況及び成果の調査、都道府県その他の者の行う
試験研究に対する助成、試験研究と行政部局の掌握す
る事務との連絡調整等を行っている。

平成21年度においては、農林水産技術会議は計11回
開催され、農林水産試験研究に係る重要課題について
の報告・検討が行われた（表１参照）。

表１　農林水産技術会議の審議状況

回数 開催年月日 議　題　等
1 21.4.21  ・農林水産研究基本計画の見直しに

ついて（テーマ別検討２　食品の
安全確保、環境問題への対応）

 ・国民に向けた研究開発の広報のあ
り方について

2 21.5.19  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（テーマ別検討３　林業技
術、水産技術、国際研究）

 ・平成22年度の予算要求の方針につ
いて

3 21.6.16  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（テーマ別検討４　先端技
術）

4 21.7.21  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（中間とりまとめに向けた
論点の整理）

5 21.9.15  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（これまでの議論について）

6 21.10.20  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（意見聴取⑴　農政局、県、
農業者等）

7 21.11.17  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（意見聴取⑵　大学）

8 21.12.1  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（意見聴取⑶　民間）

9 22.1.19  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて（意見聴取⑷　異分野）

10 22.2.16  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて

11 22.3.23  ・農林水産研究基本計画の見直しに
ついて

 ・平成22年度の農林水産技術会議の
運営方針について

⑵　農林水産技術会議事務局主要施策の概況
平成21年度の主要施策は以下のとおりである。

ア　食料供給力の強化を図る研究開発
鉉　米粉利用を加速化する技術開発

米粉パン等への利用を拡大するため、加工適性
に優れた多収品種の選定、米粉パンの品質劣化防
止技術等の基盤的技術開発を実施した。
鉤　飼料自給率向上を図る技術開発

飼料用の稲の多収品種の栽培・給餌技術の確立、
水田でも作付可能な耐湿性のトウモロコシの開発
を推進した。
鉈　省力・コスト低減に向けた技術開発

麦・大豆等の土地利用型農業の体質を強化する
ため、農作業の効率化・省力化を図る生産技術体
系の確立を推進した。
銕　省資源化・省エネ化を図る技術開発

リン等の化学肥料の投入を減らす技術開発、有
機農業の推進に資する省資源型農業技術体系の確
立を実施した。また、施設園芸、漁業の省エネ
化・コスト低減等に資するLED（発光ダイオード）
等を用いた光の高度利用技術を開発した。
鈿　地域活性化を促す技術開発

生産現場から研究課題を募り、地域における農
林水産業・食品産業のニーズに直結した技術開
発、研究成果の実用化を促進する技術開発を実施
した。

イ　食の安全と消費者の信頼を支える研究開発
鳥インフルエンザ・ＢＳＥ等の診断・防疫措置の

迅速化・効率化を図る技術、農産物等の品種・産地
判別技術等の開発を推進した。

ウ　地球的環境課題に応える研究開発
鉉　地球温暖化対策、バイオマス利用の推進、生物

多様性の保全のための技術開発技術の開発

第９章　農林水産技術会議
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地球温暖化緩和・適応技術や影響評価、バイオ
燃料の革新的技術の開発、環境保全型農業の推進
に資する生物多様性指標と評価手法の開発を推進
した。
鉤　乾燥・塩害耐性作物の開発

これまでのイネゲノム研究の成果を活用して、
乾燥・塩害等への耐性を付与したイネ・コムギの
開発を国際共同研究により推進した。
鉈　国際共同研究を支える人材の育成

若手研究者を国際農業機関へ派遣するなど国際
共同研究を支える人材の育成を推進した。

２　農林水産研究開発の戦略的推進

⑴　農林水産研究基本計画に基づく施策の推進
農林水産研究基本計画は、新たな「食料・農業・農

村基本計画」（平成22年３月30日閣議決定）及び旧研
究基本計画の達成度の検証などを踏まえて、農林水産
技術会議で決定された。

本研究基本計画では、①食料安定供給研究、②地球
規模課題対策研究、③新需要創出研究、④地域資源活
用研究、⑤シーズ創出研究の5つの研究領域毎に今後
10年程度を見通した研究開発の重点目標、平成27年ま
での主要な達成目標を定めている。

農林水産技術会議事務局では、本研究基本計画に基
づき、重点目標を達成し、農林水産研究が国民生活の
向上に積極的に貢献できるよう、①研究開発マネジメ
ントの強化、②技術革新を下支えする研究開発ツール
の充実・強化、③研究開発から普及・産業化までの一
貫した支援の実施、④国際研究の強化、⑤レギュラト
リーサイエンスへの対応強化、⑥国民理解の促進、⑦
評価システムの改善などの研究施策を推進している。

⑵　総合科学技術会議との連携
総合科学技術会議は、我が国全体の総合的な科学技

術推進の司令塔として、科学技術政策の企画、立案
及び総合調整機能を充実する観点から、平成13年1月、
内閣府に設置された。

総合科学技術会議においては、科学技術の戦略的推
進やシステム改革を具体的に進める観点に立って、毎
年、「科学技術に関する予算等の全体の姿と資源配分
の方針」の策定を通じ、その機能を積極的に発揮して
いる。農林水産省においても、平成21年度同方針に沿っ
て、農林水産研究開発予算を重点化する等的確に対応
し、農林水産研究開発の効率的な推進を図った。

３　研究開発体制の整備

⑴　農業関係試験研究独立行政法人
農林水産技術会議事務局は、農業関係の４つの試験

研究独立行政法人を所管している。平成21年度の取組
は以下の通りである。
ア　（独）農業・食品産業技術総合研究機構

（独）農業・食品産業技術総合研究機構では、次
の４つの業務を実施した。
鉉　農業・食品産業技術研究等業務

〔運営費交付金　391億6,618万円〕
農業・食品産業技術研究等業務については、①

農業の競争力強化と健全な発展に資する研究、②
食の安全・消費者の信頼確保と健全な食生活の実
現に資する研究、③美しい国土・豊かな環境と潤
いのある国民生活の実現に資する研究を重点的に
実施した。
鉤　基礎的研究業務

〔運営費交付金　71億3,981万円〕
基礎的研究業務については、生物系特定産業技

術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して
行い、その成果の普及を図ることとしており、イ
ノベーション創出基礎的研究推進事業を実施し
た。
鉈　民間研究促進業務

〔財政投融資特別会計出資金（当初計画額）９億円〕
民間研究促進業務については、民間の活力を活

かした生物系特定産業技術に係る実用化段階の技
術開発を促進するため、委託方式による民間実用
化研究促進事業を実施した。
銕　農業機械化促進業務

〔運営費交付金　18億4,174万円〕
農業機械化促進業務については、①農林水産大

臣の定めた「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」に基づき、
政策上不可欠な農業機械を、民間企業との共同研
究により緊急開発、その実用化の促進、②将来必
要とされる農業機械の開発に不可欠な高度なシー
ズ技術の開発等に関する基礎・基盤研究、③農業
機械の性能及び安全性の向上に資する型式検査及
び安全鑑定等を実施した。

イ　（独）農業生物資源研究所
〔運営費交付金　72億987万円〕

①アグリバイオリソースの高度化と活用研究、②
ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術
の研究開発、③バイオテクノロジーを活用した新た
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な生物産業の創出を目指した研究開発を重点的に実
施した。

ウ　（独）農業環境技術研究所
〔運営費交付金　31億5,475万円〕

①農業環境のリスクの評価及び管理に向けた研究
開発、②自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の
構造・機能の解明、③農業生態系の機能の解明を支
える基盤的研究を重点的に実施した。

エ　（独）国際農林水産業研究センター
〔運営費交付金　37億5,582万円〕

①国際的な食料・環境問題の解決に向けた農林水
産技術の研究開発、②国際的な食料・農林水産業及
び農産漁村に関する動向把握のための情報の収集、
分析並びに提供を国際的な連携・協力の下で重点的
に実施した。

⑵　施設整備
ア　筑波事務所

農業関係試験研究独立行政法人が研究等を遂行す
るうえで必要な共同利用施設（予算額2億1,546万円）
の整備を行った。

イ　省庁別宿舎
独立行政法人の役職員に貸与している省庁別宿舎

（予算額4,983万円）の整備を行った。
ウ　独立行政法人

農業関係試験研究独立行政法人が行う試験研究の
飛躍的な推進のための基盤となる施設（予算額17億
98万円、追加補正予算額（21世紀型インフラ整備）
2億580万円）の整備を行った。

⑶　研究者の資質向上施策
ア　研修

農林水産試験研究独立行政法人及び都道府県農林
水産試験研究機関等の研究者に対して、最新の施策・
研究動向、知的財産に関する諸制度・状況への理解
を深めるとともに、自己能力開発等を目的に実施し
ている。
鉉　農林水産関係研究リーダー研修

研究リーダーの任にある研究者（過去1年間に
研究部長等の管理職に就任した者等の要件あり）
を対象に実施しており、平成21年度は53名が受講
した。
鉤　農林水産関係中堅研究者研修

中堅研究者（原則35歳〜 45歳等の要件あり）
を対象に実施しており、平成21年度は54名が受講
した。
鉈　農林水産関係若手研究者研修

若手研究者（原則35歳未満等の要件あり）を対

象に実施しており、平成21年度は55名が受講した。
イ　表彰

農林水産業及び関連産業に係る研究開発におい
て、その一層の発展及びそれに従事する研究者の一
層の意欲向上等を目的に実施している。
鉉　民間部門農林水産研究開発功績者表彰

民間が主体となって研究開発を行っている個人
又は団体を対象に、農林水産大臣等が表彰を行っ
ており、平成21年度は大臣賞３件等を表彰した。
鉤　若手農林水産研究者表彰

若手研究者（40歳未満の個人）を対象に、農林
水産技術会議会長が表彰を行っており、平成21年
度は３件を表彰した。
鉈　産学官連携功労者表彰

産学官連携による成果事例を対象に、農林水産
大臣が表彰を行っており、平成21年度は１件を表
彰した。なお、本表彰は、内閣府等の各府省等に
おいても実施されている。

４　研究開発の評価

⑴　評価制度の整備
研究開発については、「農林水産省における研究開

発評価に関する指針」（平成18年3月農林水産技術会議
決定）等に基づき評価を実施している。
ア　農林水産研究基本計画の検証・評価

農林水産研究の進行管理に活用し、必要に応じて
研究施策の見直しや新たな取組に反映させるため、
農林水産研究基本計画の「Ⅱ農林水産研究の重点目
標」に位置付けられた研究開発及び「Ⅲ農林水産研
究に関する施策」に位置付けられた研究施策を対象
に、毎年度検証を実施し、研究基本計画策定後概ね
５年目に総合的な評価を実施する。

イ　事業評価
鉉　研究制度評価

産学官の連携、競争的環境の整備等を目的とし
た各種の研究制度について、事前・中間・事後の
評価を実施する。
鉤　研究課題評価

委託プロジェクト研究、競争的研究資金制度等
における個々の研究課題について、事前・中間・
事後の評価を実施する。

ウ　追跡調査・検証
研究終了後、一定期間経過後の研究成果について

の普及・活用状況等の調査・検証を実施する。
エ　独立行政法人評価

独立行政法人通則法に基づき、外部の学識経験者
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によって構成される独立行政法人評価委員会によ
り、独立行政法人の毎年度の業務実績の評価及び中
期目標期間の業務実績の評価を実施する。

⑵　評価実績の概要
ア　総合評価

新たな農林水産研究基本計画の検討に活用するた
め、平成17年３月に策定した農林水産研究基本計画
策定の基準年である平成17年から平成19年度までを
評価期間として、現時点における「重点目標の進捗
状況」の観点から、その研究開発の有効性等につい
て検証・評価した。評価結果は、農林水産研究基本
計画にある重点目標の34大事項のうち、１事項につ
いて、「計画を上回って進捗している。」としてＳ評
価、４事項について「進捗がやや遅れている。」と
してＢ評価、残りの29事項については、「順調に進
捗している。」としてＡ評価となった。

イ　事業評価
鉉　研究制度評価

研究制度について、平成22年度予算要求に係る
事前評価（３制度）を８月に実施した。
鉤　研究課題評価

①委託プロジェクト研究について、平成22年度
予算要求に係る事前評価を７月（３課題）及び10
月（３課題）に実施した。②競争的研究資金制度
における個々の研究課題について、３月〜４月
に事前評価（採択）133課題（応募課題682課題に
対し133課題を採択）を、３月に中間評価66課題、
事後評価25課題を実施した。

ウ　追跡調査・検証
平成15年度から平成19年度の間に公表した研究成

果973件に対し、普及・活用状況の把握等の調査・
検証を実施した。

エ　独立行政法人の評価
独立行政法人評価委員会（農業技術分科会）にお

いて、農業技術分野の４法人の平成20事業年度の業
務実績の評価を８月に実施した。平成20年度の評価
結果は、機関全体の評価としては４法人すべてＡと
なった。また、各独立行政法人の平成20事業年度の
財務諸表の承認等を行った。

５　先端技術の安全性確保のための取組

遺伝子組換え等農林水産分野における先端技術は、
食料問題、環境問題、医療問題などの解決に貢献する
技術として期待が寄せられている一方で、環境や健康
への影響に対し懸念を示す声もあることから、その成
果を実用化し、社会に還元していくためには、国民へ

の科学的、客観的な情報提供や安全性の確保に関する
研究を進めることが不可欠である。

遺伝子組換え生物の使用に関しては、平成16年２月
19日に施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成15
年法律第97号）に基づき、平成21年度においては環境
省と共同で生物多様性影響評価検討会農作物分科会を
11回、同総合検討会を5回開催し、学識経験者から生
物多様性影響評価の意見を聴取した上で、10件の遺伝
子組換え農作物の使用等の承認を行った。

また、独立行政法人による遺伝子組換え作物の栽培
実験を対象に、交雑防止措置等などを定めている「第
１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」（平成16
年２月局長通知）に基づいて、その栽培状況の報告を
受けると共に、現地調査を行い指針の遵守状況を確認
した。

さらに、遺伝子組換え技術に関する科学的、客観的
な情報の提供を目的としたコミュニケーション活動と
して、平成21年度においては、①約200名の参加の下、
情報提供と有識者によるパネルディスカッションを通
じた意見交換を行う「大規模コミュニケーション」（新
潟、大阪にて２回開催）、②消費者や生産者、大学生
等数十名の参加者とのフェイストゥーフェイスによる
意見交換を行う「小規模コミュニケーション」（全国
55回開催）、③ホームページ等を用いた情報提供活動、
④消費者団体等を対象としたアンケート調査などを実
施した。

６　研究開発基盤の整備・研究交流の推進

⑴　農林水産研究情報総合センター
農林水産技術会議事務局筑波事務所に設置されてい

る「農林水産研究情報総合センター」は、研究の効率
的な推進を図るため、以下の業務を実施している。
ア　筑波事務所を拠点として全国約100カ所の研究実

施機関を接続する「農林水産省研究ネットワーク
（MAFFIN）」の整備と運営及びアジア太平洋高度
研究情報ネットワーク（APAN）及びユーラシア横
断情報ネットワーク（TEIN ３）等、国際情報通信
回線への参画と連携。

イ　高速・大容量計算が可能な計算機資源とアプリ
ケーションを提供する「科学技術計算システム」、
研究情報交流を円滑化するための「ネットワーク
サービスシステム」及び国内外の農林水産試験研究
情報や図書資料を収集するとともに各種データベー
スを整備し、農林水産研究データベース総合提供サ
イト「AGROPEDIA」の運営。
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ウ　国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技
術会議事務局筑波事務所分館の運営。

平成21年度は農林水産省が推進する競争的資金、
委託プロジェクト研究等の研究開発を実施している
機関等への情報総合センターの利用拡大を図るた
め、提供サービスの具体的な内容やシステムの利用
方法等についてのマニュアルを作成し積極的にPR
を行った。これにより競争的資金等による利用者に
ついては、約400名になった。

⑵　筑波農林研究交流センター
筑波農林研究交流センターは、平成元年8月に農林

水産研究に係る産学官の交流の推進や、国際的な研究
交流、人材育成等を行うために、農林水産技術会議事
務局筑波事務所に設置され、以下の業務を実施してい
る。
ア　ワークショップ・セミナーの開催

平成21年度は、①農林水産研究基盤を強化するた
め、独立行政法人の研究者をコーディネータにワー
クショップを９回、②農林水産研究者の資質向上の
ため、外部講師によるセミナーを４回行った。

イ　産学官連携の推進
筑波の他機関のコーディネータとのネットワーク

を構築するとともに「農林水産・食品産業の産学官
連携」パンフレットを発行した。

ウ　研修生宿泊施設の管理運営
農林研究団地の各機関等の会議や研修参加者の共

同利用施設として、研修生宿泊施設の管理運営を
行っており、平成21年度は延べ人数で日本人50,624
人、外国人18,641人の宿泊があった。

７　研究活動の調査・研究成果の広報等

⑴　研究成果の活用に向けた取組
ア　農業新技術200X

農業の競争力強化、農産物の安定供給・自給率向
上等の課題の解決に向けて、開発された技術を生産
現場に迅速に普及・定着させるため、近年の研究成
果のうち、早急に現場へ普及すべきものを毎年選定
し、公表しているところである。

平成21年度は、「農業新技術2010」として、「施設
園芸作物の省エネルギー対策技術」、「早期成園、省
力化効果のある「ナシの樹体ジョイント技術」」、「「使
いやすさ」「食べやすさ」を追求した高付加価値作
物」、「飼料用米・稲発酵粗飼料生産の効率化のため
の技術」、「イチゴうどんこ病の発生を抑制できる病
害防除システム」及び「レタスビッグベイン病抵抗
性レタス品種「フユヒカリ」」を選定し、関係機関

相互の緊密な連携の下、現場への迅速な普及に向け
た取組を実施した。

イ　アグリビジネス創出フェア
農林水産・食品産業分野の研究成果の実用化・産

業化を一層推進するために、農林水産・食品産業分
野の最新の技術を有する全国の研究機関等が一堂に
会し、情報交換や交流を行う機会として技術交流展
示会を開催している。
「アグリビジネス創出フェア2009」は、「ここで始

まる産学官連携。未来につながる技術シーズ満載！」
をテーマに、平成21年11月25日〜 27日に千葉県の
幕張メッセにて開催し、出展者による技術の展示や
プレゼンテーションのほか、各種のセミナーや講演、
シンポジウムなどを実施した。また、本フェアを農
業等の技術を有する企業主体の展示会「アグロ・イ
ノベーション2009」と隣接会場で同時開催し、研究
開発から普及・実用化に至るまでの様々なステージ
におけるマッチングを促した。

なお、出展者数は157団体、参加者数は25,294人
であった。

ウ　地域マッチングフォーラム
農業現場のニーズを踏まえた農業研究の推進と、

研究成果の農業現場等への迅速な還元・実用化を促
進するため、研究者、普及指導員、行政担当者及び
生産者等が意見・情報の交換を行うものである。

平成21年度は、北海道、山形県、愛知県、兵庫県、
岡山県及び佐賀県の6カ所で実施した。

⑵　農林認定制度
育種研究の成果である農作物品種の普及に資するた

め「農林水産省の委託等により育成した農作物品種の
認定について（平成20年１月31日付け19農会第1003号
農林水産技術会議事務局長通知）」に基づき、平成21
年度は14作物20品種を認定した。これらの品種名、登
録番号は以下のとおりである。
（水稲）
きたゆきもち（水稲農林糯434号）
ゆがふもち（水稲農林糯435号）
みなゆたか（水稲農林436号）
北陸193号（水稲農林437号）
ミズホチカラ（水稲農林438号）
（小麦）
ゆめかおり（小麦農林171号）
ゆめちから（小麦農林172号）
（ばれいしょ）
ピルカ（ばれいしょ農林61号）
（だいず）
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里のほほえみ（だいず農林139号）
（そば）
タチアカネ（そば農林6号）
（さとうきび）
Ni27（さとうきび農林27号）
（かんらん）
SAKCAB001（かんらん農林交３号）
（りんご）
もりのかがやき（りんご農林18号）
（あんず）
サニーコット（あんず農林1号）
ニコニコット（あんず農林2号）
（くり）
美玖里（くり農林9号）
（ぶどう）
クイーンニーナ（ぶどう農林24号）
（パインアップル）
ジュリオスター（パインアップル農林7号）
（メドウフェスク）
まきばさかえ（メドウフェスク農林合3号）
（とうもろこし）
たちぴりか（とうもろこし農林交67号）

⑶　調査活動
ア　研究活動調査

研究活動調査では、農林水産関係試験研究機関に
おける研究活動の実態を把握するため、国、独立
行政法人及び都道府県の農林水産試験研究機関の人
員、資金等及び試験研究課題、試験研究業績の概要
を調査した。

イ　海外調査
海外調査では、農林水産分野で緊急度が高く国内

で把握困難な事項について、海外の先進的な技術開
発及び研究動向を的確に把握し、我が国の農林水産
関係試験研究の効率的な推進に資するため、平成21
年度は、「EUにおけるGMOの規制、一般作物との
共存政策に関する状況調査」、「オランダにおける藻
類利用の技術開発と地域での実用化推進に関する状
況調査」に関する現地調査を実施した。

⑷　広報活動
平成21年度の広報活動は、生産者、消費者、青少年、

マスコミ等対象を明確にした従来の広報活動を、より
効果的、効率的に実施するため一部見直しを行った。
ア　ホームページ

農林水産技術会議事務局のホームページを運営
し、農林水産業の技術開発に係わる行政施策、研究
成果等の情報発信を行っている。

イ　2009年農林水産研究成果10大トピックス
民間、大学、公立試験研究機関、独立行政法人研

究機関の研究成果のうち、平成21年中に新聞に記事
掲載された研究成果の中から、内容が優れ、社会的
関心の高い成果10課題を選定・公表した。

ウ　食と農の研究メールマガジン
生産者、普及関係者、研究者、消費者等に向けて

食と農に関する研究成果や研究施策等の情報を迅速
に提供するため「食と農の研究メールマガジン」を
発行した。配信は月2回。配信数は8,028名（平成22
年3月15日時点）。

エ　食と農の扉
消費者に農林水産業に関する試験研究の姿や成果

を分かりやすく伝える情報誌としてNo.6まで発行し
たが、省内における広報誌の見直しにおいて発行を
中止した。なお、研究成果については、訴求対象を
同じくする農林水産省広報誌「aff（あふ）」の「aff
ラボ」に毎月掲載している。

オ　農と食のサイエンス
食べ物や農林水産業の研究開発への青少年の理解

を促進するために、研究成果等を漫画と解説で紹介
する「農と食のサイエンス」5号を発行した。

カ　研究成果シリーズ
研究成果シリーズは、農林水産技術会議が推進し

たプロジェクト研究の最新の成果を取りまとめたも
のであり、平成21年度は、「生物機能を活用した環
境負荷低減技術の開発」他、No.479 〜 480を刊行し
た。

第２節　農林水産研究開発の実施

１　プロジェクト研究等

⑴　地域内資源を循環利用する省資源型農業確立のた
めの研究開発

（平成21 〜 25年度）（予算額　2億1,000万円）
近年の原油・肥料原料等の価格高騰や環境負荷低減

の観点から、化学肥料や化学農薬の使用量を削減し、
農業の自然循環機能を増進するための技術開発が求め
られている。また有機農業推進法の制定を受け、有機
農業の推進に関する基本方針では有機農業の推進に資
する研究開発を促進することとしている。

このため、①家畜ふんなどの有機資材の肥料として
の有効活用技術の開発、②土壌蓄積養分の有効利用に
よる省化学肥料技術の開発、③先進的有機農業技術の
科学的な分析などを実施した。
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⑵　低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供
給技術の開発

（平成18 〜 22年度）（予算額　4億1,122万円）
食の外部化に対応した国産農産物の需要確保のた

め、加工適性が高く、低コストで適時調達が可能な加
工・業務用農産物の生産技術を開発する必要がある。

このため、①輸入品に対して優位性を発揮できる高
品質な加工・業務用農産物の開発、②超省力・低コス
ト化技術確立による生産性の飛躍的向上のための技術
開発、③米粉利用を加速化する基盤技術の開発及び④
研究機関、生産者、食品産業の共同（モデルコンソー
シアム）による加工・業務用農産物の利用技術の開発
についての研究を行った。
⑶　粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発

（平成18 〜 22年度）（予算額5億893万円）
現在輸入されている粗飼料の全量国産化、輸入飼料

への依存体質からの脱却に資する技術開発を行う必要
がある。

このため、①自給飼料の生産量・質の画期的な向上
によるTDN（可消化養分総量）増産技術の開発、②
飼料米品種の選定と省力多収生産技術の開発、③自
給飼料多給を基本とする効率的な畜産物生産技術の確
立、④小規模移動放牧の水田への適応と省力化技術の
研究及び⑤研究機関、コントラクター（飼料作物の生
産、収穫・調製、流通の担い手）、畜産農家の連携に
よる技術の確立と経営評価を行った。
⑷　担い手の育成に資するIT等を活用した新しい生産

システムの開発
（平成19 〜 21年度）（予算額　4億7,875万円）

経済のグローバル化が進展するなか、農業の国際競
争力を強化するためには、担い手経営の規模拡大と生
産コストの大幅な低減を可能とする技術体系を開発す
ることが必要である。

このため、①作業の省力化を可能にする不耕起直播
栽培技術を組み込んだ水田輪作体系を確立するととも
に、②作業競合を回避する播種・収穫技術等を導入し
た大規模畑輪作体系確立及び③ITやロボット技術等
導入による省力・低コスト大規模施設園芸生産体系確
立に係わる技術開発についての研究を行った。
⑸　鳥インフルエンザ、BSE等の高精度かつ効率的

なリスク管理技術の開発
（平成20 〜 24年度）（予算額　6億9,074万3千円）

鳥インフルエンザ、BSE等の家畜伝染病については、
ヒトの重要疾病への移行リスクを低減させる観点か
ら、家畜での発生段階で、早期の疾病制圧、蔓延防止
施策が講じられている。しかし、これらの施策は多大

な人員・予算を要し、また防疫措置の対象となる畜産
農家等の経済損出も大きい。

このため、これらの防疫措置にかかる行政コスト及
び農家の経済損失の低減を図るため、①鳥インフルエ
ンザ及び蚊やダニによって媒介される人獣共通感染症
の効率的な防疫技術の開発、②BSE対策のための基礎
的知見の収集、高精度検査法の開発及び肉骨粉等のリ
スク低減技術の開発に関する研究を行った。

⑹　沖縄対応特別研究
（平成13 〜 21年度1課題３カ年）

（予算額　2,630万4千円）
平成11年12月28日に閣議決定された「沖縄県北部地

域の振興に関する方針」において、農林水産業の振興
に関し、試験研究の拡充・強化を図るとの方針が示さ
れた。このため、北部地域の農業の振興に資する観点
から、独立行政法人が現地等で新産地育成、新産業創
出等の基礎となる技術開発を行う。

平成19年度〜平成21年度は、「沖縄北部地域におけ
る農業・食品産業の振興に必要な果樹等の安定生産・
高付加価値利用技術の確立」を行うこととし、平成20
年度は、①特産果実等の機能性に着目した高付加価値
商品の開発、②特産果実等の未利用資源を活用した高
付加価値利用技術の開発、③特産果実等の総合利用ビ
ジネスモデルの策定のための要件の解明を行った。
⑺　環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術

の開発
　　　（平成19 〜 23年度）（予算額　1億6,149万円）
マイワシやサバ類の大規模個体数変動（魚種交替）

やミズクラゲ等有害生物の大発生の背景には、海洋生
態系における食物連鎖の変化を通じた物質循環の変化
があることが指摘されているが、現時点ではそれらの
機構は解明されておらず、大発生の予測や制御を通じ
た資源の安定的利用や漁業被害の発生を防ぐには至っ
ていない。

このため、①生態系遷移を引き起こす物理環境変動
とその要因解明、②環境変動に伴う低次生態系構造変
化機構の解明、③魚種交替機構に関与する生理生態要
因の解明、④魚種交替モデルの構築と資源管理への展
開、⑤ミズクラゲ発生機構の解明、⑥ミズクラゲ発生
予測・制御技術の開発、⑦大型クラゲの発生予測・制
御技術の検討について研究を実施し、魚種交替を4年
程度前に予測する技術、クラゲ幼生の着底を促進ある
いは阻害する基礎技術等を開発した。

⑻　ウナギの種苗生産技術の開発
（平成17年〜 23年度）（予算額　1億5,180万円）

日本人に好まれるウナギを安定的に供給するととも
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に、国内のウナギ養殖業の経営安定化に資するために
は、変動の多い天然シラスウナギに頼らない種苗の安
定供給システムを構築する必要がある。

このため、人工飼育が困難なウナギの種苗生産技術
を開発するために、①良質卵の安定大量生産技術の開
発、②量産のための飼育システムの開発について研究
を実施し、人工シラスウナギを親ウナギに成長させる
ことに成功した。

なお、イセエビについても同プロジェクトで種苗生
産技術の開発を行っていたが、目標を達成する成果が
得られたため、イセエビに関する課題は20年度で研究
を終了した。
⑼　生産・流通・加工工程における体系的な危害要因

の特性解明とリスク低減技術の開発
（平成20 〜 24年度）（予算額　5億3,582万円）

農畜水産物の安全性を確保するためには、生産・流
通・加工の各工程におけるリスク低減技術を組み合わ
せることで、危害要因によるリスクを最小限に抑える
ことが不可欠である。

このため、ヒ素、カドミウム、残留性有機汚染物質
（POPs）、カビ毒（デオキシニバレノール、ニバレノー
ル）、病原微生物といった重要度の高い危害要因を対
象に、生産・流通・加工工程における動態の解明や簡
易で迅速な検出技術の開発、現場で実施可能なリスク
低減技術の開発に関する研究を行った。
⑽　地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

（平成19 〜 23年度）（予算額　14億1,371万円）
平成18年３月に、輸送用バイオ燃料の利用や林地残

材等の未利用バイオマスの利用の促進を見直しのポイ
ントとした、新たな「バイオマス・ニッポン総合戦
略」が閣議決定され、平成19年2月には、国産バイオ
燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表がとりまとめら
れた。

国産バイオ燃料の利用促進を図るためには、原料と
なるバイオマスを低コストで安定的に供給することが
必要であり、高バイオマス量を持つ資源作物の開発、
低コストでの栽培技術の開発を進めるとともに、それ
らを低コストで効率的にエタノールに変換する技術の
開発が不可欠である。また、地域に賦存する豊富な未
利用バイオマスを有効に活用していくためには、効率
的に多様なエネルギーへ変換する技術の開発や新たな
生分解性素材等のバイオマスマテリアルを製造する技
術、総合的な利用技術を開発する必要がある。

このため、①国産バイオ燃料への利用に向けた資源
作物の育成と低コスト栽培技術等の開発、②低コスト・
高効率なエタノール変換技術の開発、③バイオマスの

燃料利用とマテリアル利用を総合的に行うバイオマス
利用モデルの構築、④農作物非食用部等未利用のバイ
オマスの特性を活かしたバイオマスマテリアル製造技
術の開発について研究を実施した。
⑾　地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和

及び適応技術の開発
（平成18 〜 21年度）（予算額　４億4,517万円）

地球温暖化の原因は、二酸化炭素など温室効果ガス
の増加にあることが明らかになってきており、自然の
恵みを受ける農林水産業にとって温暖化は、中長期的
に大きな影響が出ると予測されている。また、平成17
年２月に京都議定書が発効し、さらに平成19年11月に
まとめられたIPCC第4次報告書では、地球温暖化によ
り世界中の自然と社会が深刻な影響を受けることが予
測されている。我が国においても、水稲の高温障害、
果実の着色不良等が確認され、温暖化対策のより一層
の推進が求められている。

このため、①農林水産生態系の炭素循環の解明と炭
素循環モデルの開発、②地球温暖化が農林水産業に与
える影響評価、③地球温暖化の進行を緩和するための
技術開発、④地球温暖化に適応するための技術開発、
に取り組んだ。
⑿　農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開

発
（平成20 〜 24年度）（予算額２億1,844万円）

環境保全型農業等の生物多様性の保全に資する農業
を効果的に推進するためには、これらの農法により得
られる生物多様性保全の効果を、定量的、科学的に評
価できる指標及び評価手法を開発する必要がある。

このため、生物多様性が異なる全国８地区で①各地
の果樹・野菜産地を対象に「一般管理ほ場」と「環境
保全型管理ほ場」において、害虫・天敵・その他の生
物種の発生動態の比較調査、②各地の「従来型の農業
を主とする集落」と「環境保全型農業を実施する集落」
において、害虫・天敵・その他の生物種の発生動態の
比較調査を行い、指標の候補となる生物種を選定した。
また、③「指標の候補」について、簡便な調査手法の
開発につながる基礎的な解析を行うとともに、④国土
全体の生物多様性予測手法開発のため、上述の比較調
査により全国規模で得られた農業に有用な生物種の各
データを総合的に収集及び蓄積した。

⒀　新農業展開ゲノムプロジェクト
（平成20 〜 24年度）（予算額　39億6,501万円）

これまでにイネのゲノム解析や有用遺伝子の機能解
明等の研究を実施し、我が国主導の国際研究により全
塩基配列を決定するとともに、遺伝子の機能解明手法
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の確立等を図ってきたところである。
次の段階としては、今後特に重要性が高まると予想

される食料、環境、エネルギー問題の解決にターゲッ
トを絞って遺伝子機能の解明を加速化するとともに、
ゲノム解読技術や遺伝子機能を活用する技術を駆使し
て、これらの問題解決に貢献する病虫害抵抗性を持つ
高品質作物、超多収作物、不良環境耐性作物、環境浄
化作物等の作出に関する研究を行った。

さらに、遺伝子組換え作物について、生物多様性影
響評価手法の開発、一般栽培作物との交雑を防止する
技術や栽培管理技術の開発を進めるとともに、国民意
識の調査・分析を行った。
⒁　農林水産生物ゲノム情報統合データベースの構築

（平成18 〜 22年度）（予算額　6億9,966万2千円）
イネゲノムの完全解読の達成やカイコゲノムの概要

解読など、農林水産生物のゲノムや遺伝子が次々に解
読され、ゲノム情報量は過去9年で約20倍に増加した。
当該情報の利用者は基礎研究の枠を超え、応用・実用
場面でのニーズも急増して来ている。

このため、そのような増大するニーズに応え利用者
の利便性を向上するために、研究プロジェクトごとに
個別に存在する専門的なデータベースを、高度な検索
システムを備えた統合データベースに構築する取組み
を平成18年度より推進している。平成21年度までに統
合データベースの整備として、ウェブ等を通じて提供
されているゲノム情報を統合する際に必要なデータ統
合プラットフォームのプロトタイプ及び統合データ
ベースアクセス解析システムの試験公開、更新また他
生物ゲノム情報等とのリンクによる高精度情報検索シ
ステムについて、ゲノム関連のデータベースの一元化、
情報検索の高度化・高精度化、自動類似性検索システ
ムの作成・準備を実施した。

⒂　アグリ・ゲノム研究の総合的な推進
（平成19 〜 23年度）（予算額　4億4,004万円3千円）
動物・昆虫ゲノム（アグリ・ゲノム）研究について

は、これまでに培われた成果を活かして、研究に取り
組んできたところである。

一方で、国民への成果還元の視点を重視した研究の
推進が求められていることから、生物機能を利用した
有用物質生産技術の確立や、医療研究に貢献する疾患
モデル家畜の開発など、成果の活用方向を明確にして
研究を行った。
⒃　生物の光応答メカニズムの解明と高度利用技術の

開発
（平成21 〜 25年度）（予算額　４億円）

農林水産分野においては、これまでも電照菊、防蛾

灯、集魚灯など光を利用した技術が利用されてきたが、
これらは経験的な水準に留まっていた。

近年、光の波長等をコントロールできるLED（発
光ダイオード）の開発や生理現象の解析手法の進展に
より、生物の光に対する反応を科学的に解明し、制御
することが可能となってきたことから、これら最新の
技術を用いて、植物・害虫等の光への反応を解析する
とともに、その成果を基にした作物の品質安定化技術
や害虫の誘引・忌避技術等新たな光利用技術の体系化、
高度化を図る研究を行った。
⒄　食品・農産物の表示の信頼性確保と機能性解析の

ための基盤技術の開発
（平成18 〜 22年度）（予算額　3億2,932万6千円）

食品や農産物の品種や原産地等の表示の信頼性につ
いて消費者の関心が高まる中で、表示の真偽を科学的
に証明する分析技術の開発が求められている。一方、
少子高齢化や生活習慣病の増加を背景として、食品や
農産物の機能性について関心が高まっている。

このため、食品表示の信頼性確保に資する産地、生
産履歴情報、品種等の高度偽造防止技術の開発、バラ
ンスのとれた食生活による健康の維持増進を目的とし
たニュートリゲノミクス等の活用による食品や農産物
の機能性を総合的に評価・管理するための基盤技術の
開発等に関する研究を行った。
⒅　食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発

（平成19 〜 23年度）（予算額　1億5,035万7千円）
ナノテクノロジーによる食品素材の超微粒子加工技

術は、食品の高付加価値化や国内農産物の有効利用を
通じた自給率向上などへの貢献が期待される新しい技
術であるが、微粒子化した食品素材やそれを使った食
品の機能性及び特性については、未解明な部分が多い。

このため、食品素材の超微粒子加工技術及びナノス
ケール計測技術の開発とともに、超微粒子食品素材の
新機能の解明、加工適性及び安全性の検証等、食品分
野におけるナノテクノロジーの利用に関する研究を
行った。
⒆　土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術

の開発
（平成18 〜 22年度）（予算額１億759万円）

環境と調和した高品質な作物生産を行うためには、
安定した地力の確保、連作障害等の病害の克服が重要
であり、そのためには、土壌病害の発生や有機質肥料
からの養分供給に重要な役割を果たしている土壌微生
物相を評価するための手法の開発が必要である。

このため、eDNA（土壌から培養過程を経ずに得た
DNA）に基づく土壌微生物相の解析手法により、土
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壌生物相の機能・構造や、作物生産性と土壌微生物相
との関連性を解析した。また、土壌の生物性情報に加
え物理・化学情報も蓄積できるデータベースのフレー
ムを構築し、解析したデータの登録を行った。

２　競争的資金

⑴　イノベーション創出基礎的研究推進事業
（平成20 〜 22年度）（予算額　68億円）

農林水産業・食品産業等におけるイノベーションに
つながる革新的な技術シーズを創出するための基礎研
究及び開発された技術シーズを実用化に向けて発展さ
せるための研究開発を提案公募により実施している。

平成21年度は新規32課題を採択し、前身事業である
「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」及
び「生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」
において平成19年度以前に採択された継続100課題と
併せ、132課題を実施した。
⑵　新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業

（平成20 〜 27年度）（予算額　65億1,593万2千円）
農林水産業･食品産業の発展や地域活性化などの農

林水産政策の推進及び現場における課題の解決を図る
ため、実用化に向けた技術開発を提案公募方式により
推進している。

平成21年度は103課題を新規に採択し（応募数349課
題）、前身事業である「先端技術を活用した農林水産
研究高度化事業」を含め、平成20年度以前に採択した
継続141課題と併せ、244課題を実施した。
⑶　産学官連携による食料産業等活性化のための新技

術開発事業
（平成14 〜 21年度）（予算額　1億9,781万2千円）

農林水産関連分野の新産業・新事業創出を促進する
とともに、農林水産業・食品産業が直面する諸課題、
政策課題の解決に資するため、民間企業等から課題を
幅広く提案公募し、民間企業等が優れた研究成果等を
有する大学・独立行政法人等の公的研究機関と連携し
て行う技術開発に対する助成を実施している。

なお、本事業は平成21年度で終了するため、平成21
年度は新規課題の採択を行わず、平成21年度以前に採
択した継続7課題について助成した。

３　国際研究

⑴　食と農の安全確保のための多国間研究交流ネット
ワーク事業

（平成17 〜 21年度）（予算額　884万7千円）
国境を越えて広がる食と農の安全を脅かす問題につ

いて、我が国がイニシアティブをとって多国間研究交

流ネットワークの構築を図るため、国際ワークショッ
プの開催及び国際共同研究を実施する事業。

平成21年度は、「地球温暖化に伴う農作物高温障害
の実態解明のための耕地環境観測ネットワークの構
築」をテーマに、アジアの主要イネ生産地での高温障
害発生実態の解明と要因解析のためのストレス発生実
態の把握を目的とした国際共同研究を実施するととも
に、「地球温暖化に伴う農作物高温障害の実態解明と
適応戦略」に関する国際ワークショップを開催した。

４　民間研究促進

⑴　民間実用化研究促進事業
（平成18年度〜）（当初計画額　9億円）

農林水産業、食品産業、醸造業等の向上に資する画
期的な生物系特定産業技術の開発を促進することを目
的として、民間における実用化段階の研究開発に資金
を提供する事業を提案公募により実施している。

平成21年度は、継続6課題と併せ、9課題を実施した。

５　指定試験事業

⑴　指定試験事業
（平成21年度予算額　9億2,427万4千円）

指定試験事業は、国が行う試験研究の一環であって、
農業に関する試験及び研究を行う独立行政法人の置か
れている立地条件から実施が困難なものについて、適
地の都道府県等の試験研究機関を指定し、委託実施し
ているものである。現在、品種改良試験、重要課題対
応試験を実施している。
ア　品種改良試験
鉉　育種試験

交配などの方法で遺伝的な変異をつくり出し
て、そのなかから優れたものを選ぶもので、平成
21年度は42か所で実施した。
鉤　特性検定試験

育種試験地では検定の困難な耐病虫性等の主要
特性について育成の途上で行うもので、平成21年
度は59か所で実施した。
鉈　系統適応性検定試験

育種試験地では検定の困難な地域適応性につい
て育成の途上で行うもので、平成21年度は134か
所で実施した。
銕　世代促進試験

初期世代について年に2回栽培することにより、
優良品種の早期育成を図るもので、平成21年度は
４か所で実施した。
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鈿　育種高度化緊急促進事業
育種の効率化を図るため、品種育成の初期の段

階から成分・品質等の特性評価を行うもので、平
成21年度は43か所で実施した。

イ　重要課題対応試験
鉉　環境負荷物質の動態解明

農業の環境への負荷低減と持続的な農業生産に
向けた環境保全型農業技術体系を確立するため、
有機性資源の循環利用下で、硝酸性窒素等の農地
外への流亡や作物による利用など、環境負荷物質
の動態解明とその制御技術について、平成21年度
は4か所で実施した。
鉤　緊急重要技術開発及び持続型農業技術開発

南方系侵入害虫の蔓延防止技術や特殊害虫の根
絶技術など、国として緊急に取り組む必要のある
重要技術の開発や、弱毒ウイルス、フェロモン等
の利用技術の開発等、環境と調和のとれた農業生
産を図るための技術開発について、平成21年度は
4か所で実施した。

６　地域農業技術開発

⑴　沖縄県試験研究機関整備事業
（平成14 〜 23年度）（予算額　4,794万1千円）

ア　沖縄県農林業関係試験研究機関整備事業
沖縄県農林業振興のため必要な農業試験研究機関

及び林業試験場の整備を図るため、農業改良助長
法、沖縄振興特別措置法並びに森林法に基づき助成
した。

（補助率施設9.5/10、備品1/2）
イ　沖縄県水産試験場整備事業

沖縄県水産業振興のため水産試験場の整備につい
て助成した。

（補助率1/2）

７　地球環境保全等試験研究費等による研究
の推進

⑴　地球環境保全等試験研究費（環境省一括計上）
（予算額　２億1,948万円）

関係府省の試験研究機関が実施する地球環境の保全
に関する試験研究費（地球環境保全試験研究費）、公
害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する試験
研究費（公害防止等試験研究費）を「地球環境保全等
試験研究費」として環境省が一括して予算計上し、そ
の配分を通じて国の環境保全に関する試験研究の総合
調整を図っている。

平成21年度は、当省所管の研究機関において20課題
について研究を実施した。

【主な研究課題】
○公害防止等試験研究費（17課題）
 ・レブンアツモリソウをモデルとした人を含む在来

生態系と共生できる絶滅危惧種自生地復元技術の研
究

 ・自然再生事業のための遺伝的多様性の評価技術を
用いた植物の遺伝的ガイドラインに関する研究

 ・ツキノワグマの出没メカニズムの解明と出没予測
手法の開発

 ・阿蘇地域における草原再生の取り組みでの活用に
向けた植生変遷予測手法の高度化

 ・内湾域におけるニトロアレーンの動態と海産生物
への影響に関する研究　　等

○地球環境保全試験研究費（3課題）
 ・温暖化適応策導出のための長期森林動態データを

活用した東アジア森林生態系炭素収支観測ネット
ワークの構築

 ・アジア陸域炭素循環観測のための長期生態系モニ
タリングとデータのネットワーク化促進に関する研
究

 ・チベット高原を利用した温暖化の早期検出と早期
予測に関する研究

⑵　地球環境研究総合推進費（環境省競争的研究資金）
（予算額　4億3,652万円）

地球環境研究総合推進費は、人類の生存基盤に深刻
かつ重大な影響を及ぼす地球環境問題について、学際
的・国際的な観点から総合的に調査研究を推進し、地
球環境の保全に資することを目的としている。研究分
野は、①オゾン層の破壊、②地球の温暖化、③酸性雨
等越境大気汚染、④海洋汚染、⑤自然資源の劣化、⑥
地球環境保全のための社会・政策研究、⑦その他の地
球環境問題、の7分野であり、環境省が研究課題を公
募し実施している研究資金である。

平成21年度は、当省所管の研究機関において21課題
について研究を実施した。このうち、平成21年度から
新たに研究を開始したものは6課題であり、主なもの
は下記のとおりである。
 ・地域住民による生態資源の維持的利用を通じた湿

地林保全手法に関する研究
 ・亜寒帯林大規模森林火災地のコケ類による樹木の

細根発達と温室効果ガス制御機構の解明
 ・日本の落葉広葉樹林におけるメタンおよび全炭化

水素フラックスの高精度推定
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⑶　原子力関係試験研究費（文部科学省一括計上）
ア　原子力試験研究費

（予算額　12,881千円）
原子力試験研究は、「原子力政策大綱」（平成17年

10月11日原子力委員会決定）にのっとり、原子力の
基礎的・基盤的研究を行ってきている。農林水産省
では、放射線を利用した突然変異誘発技術の開発等
の試験研究を実施しており、平成21年度は、2独立
行政法人において、7課題を実施した。

イ　放射能調査研究費
（予算額　132,085千円）

放射能・放射線に対する国民の安全を確保し、安
心感を醸成するため、作物（米麦子実）、土壌（水
田及び畑）、牛乳、家畜の骨及び海産物の放射能水
準の経年調査等を継続して実施した。

第３節　国際研究交流の推進

１　多国間交流

国際農業研究協議グループ（CGIAR）等と連携し
た人材育成事業として、次の2件を実施した。

⑴　国際共同研究人材育成推進・支援事業
（平成21 〜 25年度）（予算額　3,212万6千円）

我が国の若手研究者を国際農業研究機関に派遣し、
将来の国際研究交流や海外との共同研究を遂行するた
めの能力を備えた研究者等の育成を行った。

⑵　アフリカ農業研究者能力構築事業
（平成18 〜 22年度）（予算額　1,947万5千円）

CGIARセンター等でアフリカ農業研究を行ってい
る我が国の農業研究者の下にアフリカの研究者を招へ
いし、オン・ザ・ジョブ・トレーニングを実施し、ア
フリカ農業研究者の能力構築を推進した。

２　二国間交流

⑴　米国
天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）に

基づく日米合同専門部会が現在18あり、そのうち５部
会が当省と関わっている。日米合同部会は毎年日米交
互に開催されており、平成21年度は、家畜家禽疾病、
食品・農業及び有毒微生物に関する合同部会が我が国
で、飼料作物改良、水産増養殖に関する合同部会が米
国でそれぞれ開催され、各分野の研究について情報・
意見交換を行った。

⑵　中国
第28回日中農業科学技術交流グループ会議が東京で

開催され、平成21年度において１件の共同研究（中国
の条件不利地域における低投入環境調和型経営システ
ムの構築）、4件の考察団の日本からの派遣、３件の考
察団の中国からの受入等を実施することを確認した。

また、日中双方の関心議題として、日本側より「農
地土壌における温室効果ガスの排出削減・吸収に関す
る共同研究」の提案、説明を行った。

⑶　韓国
日韓農林水産技術協力委員会（第42次会議）がソウ

ルで開催され、双方代表は、試験研究の動向、共同研
究の実績評価と今後の計画について、説明し、両国か
ら新規に提案された共同研究については、その実現に
向けて、或いはその実現の可能性について引き続き情
報・意見交換を行うことで意見の一致をみた。

また、双方から、農林水産分野における地球温暖化
対策の取組みについて説明し、意見交換を行った。

⑷　その他（科学技術協力協定）
平成21年度は、ニュージーランドとECとの間で、

新たに科学技術協力協定を締結し、平成21年度末時点
で我が国と同協定等を締結している国は44カ国、１機
関となっている。

また、平成21年度には、スウェーデン、ブラジル、
ベトナム、フランス、韓国、ドイツ、ノルウェー、中
国、ハンガリー、ロシアの10カ国との間で同協定に基
づく合同委員会等が開催された。

３　若手外国人農林水産研究者表彰

平成21年度はアジア、アフリカ地域を中心に28名（う
ち男性17名、女性11名）の応募があった。国際研究に
関する有識者で構成される選考委員会を経て、３名に
農林水産技術会議会長賞を授与した。

４（独）国際協力機構（JICA）を通じた技術
協力

技術会議事務局所管の研究独立行政法人から、平成
21年度において派遣された長期専門家は新規、継続合
わせて5名、短期専門家は19名であった。また、所管
の研究独立行政法人において海外研修員81名を受け入
れた。
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第１節　機構及び定員

地方農政局は、現場により近いところで農業や農村
等の実態を迅速かつ的確に把握し、それぞれの地域の
実情に即した施策を実施する総合的な地方支分部局と
して、農政の推進に取り組んでいる。

１　総　　論

地方農政局は、内部組織である企画調整室、総務部、
消費・安全部、食糧部、生産経営流通部、農村計画部、
整備部、統計部及び分掌機関である地方農政事務所、
統計・情報センター、事業所等から構成される。（表１）

また、地方農政局では、生産や消費の現場により近
い国の機関として、
①　消費者行政の実施と食品の安全性の確保のための

監視・指導
②　食品産業行政の推進
③　主要食糧業務の実施

④　生産及び経営を通じた農業施策の一体的な推進
⑤　農協等の検査・指導
⑥　農業農村整備事業等の実施・指導・助成
⑦　農村及び中山間地域の振興
⑧　食料・農業・農村に関する施策の普及・地域の実

態の把握・分析・提供
等について、地域の実情に合った各般の施策を実施し
ている。

２　定　　員

平成20年度末において地方農政局（北海道農政事務
所）全体で15,347人であったが、平成21年度末定員は
14,250人となった。（表２）

３　事業所等

事業の着手に伴い、平成21年度から２事業所が新設
されたとともに、事業の完了に伴って、平成21年度末
までに６事業所が廃止されたところである。（表３）
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表１　地方農政局の機構図
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第２節　地方農政局

１　東北農政局

⑴　地域経済及び農家経営の動向
ア　地域経済

平成21年度の東北地域の経済は、昨年度後半の後
退局面から、一部に持ち直しの動きがみられたもの
の、設備投資、個人消費等が低水準で推移し、低迷
した状況は年度末まで続いた。

主要項目別にみると、生産は低水準で推移する中、
電子部品、デバイス、輸送用機械、一般機械等の生
産増により持ち直しの動きがみられた。設備投資は
減額や次年度以降へ先送りする企業が多く、投資内
容も維持更新が中心であった。個人消費はエコポイ
ントやエコカー減税・補助金の効果により家電や自
動車に動きがみられたものの、消費者の節約志向等
を背景に大型小売店販売額等が振るわず、全体的に
弱い動きに終始した。雇用情勢は年間を通じて有効
求人倍率が低水準で推移し、厳しい状況が続いた。

イ　農家経営
平成21年２月１日現在の東北の販売農家数は32

万１千戸で、平成17年に比べ約５万戸減少した。販売
農家のうち、主業農家数は６万７千戸で、平成17年に
比べ約１万５千戸減少した。

平成21年の東北の農業産出額は１兆3,115億円で、
前年に比べて3.6％減少した。

東北の平成21年水田作経営の１経営体当たりの農
業粗収益は、前年に比べて４千円増加し267万９千円

（前年比100.1％）、農業経営費は２万７千円増加し212
万３千円（同101.3％）となった。この結果、農業所
得は２万３千円減少し55万６千円（同96％）となった。

また、農外所得は194万２千円（同89.6％）、年金等
の収入は134万４千円（同98.8％）と減少した。

この結果、これら農業所得、農外所得、年金等の
収入に農業生産関連事業所得を加えた総所得は384
万２千円（同93.5％）で、前年に比べて26万６千円減
少した。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲

平成21年産水稲の作付面積は、前年並の41万
6,700haとなった。作柄は、10a当たり収量557kg（対
前年比97.5％）、作況指数100となった。収穫量は
232万２千t（対前年比97.8％）となり、全国の収穫
量に占める東北の割合は27.4％となった。

表２　定　員

表３　平成21年度に新設または廃止した事業（事務）所
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イ　麦
平成21年産４麦（子実用）の作付面積は9,760ha

で、前年産に比べ170ha（前年比102％）増となっ
た。麦種別では、小麦が8,390ha（同102.6％）、六条
大麦が1,370ha（同97.9％）となった。小麦の10a当
たりの収量は238kg（同105.7％）、収穫量は２万t（同
109％）と増加したが、六条大麦の10a当たりの収量
は262kg（同83.4％）、収穫量は3,590tと大幅に減少
した。

ウ　大豆
平成21年産大豆の作付面積は、前年産に比べ

1,100ha減少し、4万1,600ha（対前年比97.4％）となり、
全国の作付面積のうち東北の割合は29％で、10a当
たり収量は137kg（前年比94.5％）、収穫量は前年に
比べ4,900t減少し５万７千t（同92.1％）となった。

エ　野菜
平成20年の東北の指定野菜13品目（だいこん、に

んじん、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、レタ
ス、ねぎ、たまねぎ、ほうれんそう、きゅうり、な
す、トマト、ピーマン）の作付面積は、前年に比べ
390ha減少し、３万4,142ha（前年比99％）となった。
収穫量は96万t、出荷量は64万tで前年比100％となっ
た。

オ　果樹
主要果樹７品目（りんご、ぶどう、日本なし、西

洋なし、もも、おうとう、すもも）の栽培面積は、
近年減少傾向で推移しており、平成21年産は４万
4,295ha（前年比98.9％）となった。

カ　畜産及び飼料作物
平成21年２月１日現在の飼養戸数は、乳用牛3,700

戸（前年比94.6％）、肉用牛2万1,800戸（同96.5％）、
豚992戸（同93.6％）、採卵鶏250戸（同97.7％）となっ
た。

飼養頭羽数は、乳用牛12万5,200頭（同94.3％）、
肉用牛41万7,200頭（同106％）、豚171万1,000頭（同
103.4％）、成鶏めす1,915万3,000羽（同99.5％）となっ
た。

飼料作物作付面積は、減少傾向で推移していた
が、平成20年産から増加に転じ、平成21年産は11万
4,700ha（同100.1％）となった。

稲発酵粗飼料の作付面積は、年々拡大してきたが、
平成21年産では2,386ha（同101.3％）となり、前年
並みとなった。

キ　花き
平成21年産の切り花類の作付面積は前年産に比べ

12ha増加し、1,909ha（前年比100.6％）となった。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　食料自給率の向上と食料の安定供給
鉉　食料自給率の現状

平成20年度の東北地域のカロリーベースの食料
自給率（概算値）は108％と、全国の41％に比べ
るとかなり高い水準となっている。品目別にみる
と、米の自給率が300％を超えているほか、大豆
や果実、魚介類等全国を大幅に上回る品目もある
が、米を除くと34％と低い水準にある。
鉤　望ましい食生活の実現に向けた食育の推進

東北においては、各県で食育推進計画が策定さ
れ、市町村においては、115市町村で食育推進計
画を策定している。

東北農政局では、６月の「食育月間」に、消費
者展示コーナーで「食事バランスガイド」の活用
方法等の紹介や、仙台合同庁舎内食堂のメニュー
に「食事バランスガイド」を活用した「サービン
グ（SV）」の表示を実施した。

また、地場産物を活用した食育の重要性につい
て理解を深めるため、「学校給食への地場産物活
用の促進」をテーマとした学校給食関係者による
意見交換会、教育ファームの取組の充実と増加を
図るための「教育ファームに関する意見交換会」
を開催した。
鉈　米の消費拡大の取組

東北農政局では、日本人の主食である米を多様
な形で毎日の生活の中で親しんでもらうため、米
粉の利用拡大に取り組んだ。その一環として平成
21年7月に米粉利用推進連絡協議会と協力し「米
粉利用拡大セミナー」を開催した。

また、米粉の利用について、一般の方々からア
イデアを募集し、平成22年２月に「東北発！お米
の粉を使ったスイーツコンテスト・米粉意見交換
会」を開催した。

米粉パンは地産地消の観点から学校給食にも導
入されており、平成20年度では、学校給食を実施
している公立小・中学校3,397校の約４割にあた
る1,322校で導入されている。
銕　地産地消の推進

地産地消は、生産者と消費者を結びつけ、食料
自給率の向上や地域経済の活性化が期待される取
組であることから、管内各地の活発な取組事例の
収集・把握に努め、関係情報を発信した。

また、交付金事業等を活用した産地直売所等の
施設整備支援とともに、平成17年度から開始した
各県を通じた地域の実践的な地産地消推進計画の
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策定推進及び地産地消優良活動に対する表彰（東
北農政局長賞授与）を行い、東北地域の取組を支
援した。
鈿　食の安全と消費者の信頼の確保

東北農政局では、食品の安全性の確保に当た
り、農薬の適正使用に係る指導を県等関係機関を
通じて行うとともに、農産物の安全を確保するこ
とのみならず、環境保全、農産物の品質の向上、
労働安全の確保等に有効な生産手段であるGAP

（農業生産工程管理手法）の取組の推進を図り、
GAPの取組産地数は平成21年３月現在で273産地
となり全国の15％を占めている。

また、牛トレーサビリティ制度に基づく生産・
流通段階の順守事項の監視・指導等を行った。

さらに、消費者等へ安全性をはじめとした食に
関する施策情報等を提供するための地域レベルで
の意見交換会を76回開催し、電話等による消費者
等の食品の安全性等に関する問合せに常時対応し
た。

食品表示の適正化に向けた監視については、平
成21年９月に発足した消費者庁を司令塔として、
各県並びに関係機関等と連携し、監視活動の強化
に取り組んだ。

イ　農業・食品産業の持続的な発展
鉉　農業経営体の状況

東北の水田経営所得安定対策の平成21年産加入
申請状況は、２万4,017経営体（うち認定農業者
２万2,300経営体、集落営農組織1,717経営体）か
らの申請があり、ほぼ前年産並みとなった。

作付予定面積は、米は15万6,830haで前年より
3.8％増加し、麦は同じく3.7％増加したものの、
大豆は同じく1.2％の減少となった。

認定農業者の数は、農業就業人口が減少する中
で19年産から導入された水田経営所得安定対策の
推進と呼応して近年増加してきたものの、最近
は鈍化傾向となっており、平成21年３月末現在で
４万8,865経営体（全国24万6,105経営体の19.9％）
となった。

集落営農については、水田経営所得安定対策の
導入を契機に設立が推進され、平成22年の集落営
農数は、前年に比べ16経営体増加の2,997経営体
となった。

平成22年１月１日現在の東北における農業法人
のうち、農地に係る権利の認定移転を受けられる
農業生産法人は、前年より39法人増加の1,363法
人となった。

平成21年度の新規就農者数は、Ｕターン就農者
（前年度比93％）、非農家から農業に新たに参入
した新規参入者（前年度比156％）の増加により、
20年度より123人増加し1,039人となった。

女性農業者は、農業就業人口や基幹的農業従事
者の約半数を占めるなど、農業や農村地域におい
て重要な担い手として大きく貢献しているもの
の、認定農業者に占める女性の割合は3.5％と低
い。
鉤　農地の有効利用と耕作放棄地対策

東 北 に お け る 平 成21年 の 耕 地 面 積 は87万
2,500haで、前年に比べ2,200ha（0.3％）減少した。
平成20年の耕地利用率（耕地面積に対する作付（栽
培）延べ面積の割合）は85.7％で、前年に比べ0.9
ポイント低下した。

農業経営基盤強化促進法による継続中の利用権
設定面積は、ほ場整備事業実施地区を中心に事業
の実施を契機とした利用権設定がなされたことや
新規の農業法人設立に伴う構成員から法人への利
用権設定がなされたことなどから、平成21年３月
末現在で11万６千haで、前年に比べ９千ha増加
した。

また、企業等からの農業参入への取組が進めら
れており、平成21年９月１日現在、東北では農業
生産法人以外の76法人が農業参入した。

耕作放棄地解消に向けた取組については、各地
域の耕作放棄地の発生防止・解消活動等の取組事
例の発表や意見交換等を実施することにより、耕
作放棄地の解消に向けた取組の促進を図るため

「東北管内耕作放棄地解消事例発表会」を平成22
年１月に開催した。
鉈　戸別所得補償制度導入に向けた取組

東北農政局では、戸別所得補償モデル対策の実
行に向けて、本局に「東北農政局戸別所得補償制
度モデル対策実行準備チーム」を設置し、モデル
対策の推進方針の検討、管内各県への情報提供、
意見収集等を行うとともに、管内農政事務所にお
いても推進体制を構築した。

また、平成22年度からのモデル対策の円滑な実
施に向けて、実施に携わる行政、関係団体の担当
者等を対象にブロック・県・地域段階で説明会を
開催し、本対策の内容説明と意見交換による周知・
浸透を図った。
銕　農業と食品産業との連携

東北における平成19年の全製造業に占める食品
製造業の割合は、事業所数、従業員数及び出荷額
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とも、全国平均を上回っており、地域の豊富な食
材を活用した製品づくりなどを通じた地域の雇用
の場として重要な産業となっている。

出荷額１兆5,013億円を品目別にみると、水産
食料品4,611億円（構成比30.7％）、畜産食料品4,568
億円（同30.4％）が高くなっている。

地域の農林水産物を活用した取組として、「中
小企業地域資源活用プログラム」により、地域資
源の域外への事業展開による新商品等の開発・事
業化に対する支援、地域資源を活用した新たな取
組の掘り起こしや地域資源の価値向上（ブランド
化等）に対する支援を行い、平成21年度末現在で
事業計画認定数は65件となった。

また、農商工等連携促進法に基づく農商工連携
の取組として、東北農政局では、東北経済産業局
と連携し、セミナーや説明会の開催等による制度
の普及啓発活動や中小企業者と農林水産業者が相
互の経営資源を活用した新商品・新サービスの開
発、販路拡大等の取組への支援を行い、平成21年
度末現在で事業計画認定は、東北で36件となって
いる。
鈿　農林水産物等の輸出促進

管内では、主にりんご、りんどう、ながいも、米、
日本酒を主力品目として輸出しており、ここ数年
増加傾向で推移してきたが、平成20、21年ではり
んご、ながいもに減少がみられた。
鉋　自然循環機能の維持増進

東北におけるエコファーマーは、食の安全・安
心に対する関心の高まりや、有機農産物等の高付
加価値農産物に対する販売意識の向上から、特に
近年は増加が顕著であり、平成22年３月末時点で
約５万８千人と全国の３割を占め、平成17年３月
末から４年間で約2.6倍に増加している。

バイオマスの効率的利活用を目的に策定するバ
イオマスタウン構想では、平成22年３月末現在、
管内で累計46市町村が公表されている。
鉐　農業生産基盤の整備

東北の水田整備状況は、平成20年12月現在で
30a程度の標準区画整備済面積割合は62.1％（約
39万ha）と全国平均61.3％とほぼ同じ水準にある
が、1ha程度の大区画整備済面積の割合は11.1％

（約７万ha）で、全国平均7.9％を上回る整備状況
にある。

平成16 〜 20年度農業農村整備事業完了地区に
おいて、ほ場整備を契機とした担い手への農地の
利用集積は、事業実施前より2.0 〜 3.9倍に増加し

ている。
管内の農業農村整備事業等により造成された基

幹的農業水路の総延長は約8,500kmで全国のおよ
そ２割を占める。国営事業を実施した受益面積の
約４割が、完成後30年以上経過した農業水利施設
を利用している。

ウ　豊かで住みよい農村の振興
鉉　農村地域の現状

管内の総農家における農家人口（農家の世帯員
数）は、昭和60年は319万９千人だったが、平成
17年には201万人となり、118万９千人減少した。

販売農家における年齢別農家人口は、29歳以
下の世帯員が昭和60年は104万人で全世帯員数の
37％だったが、平成17年には58万７千人減少し、
全世帯員数の27％にあたる45万３千人となった。
65歳以上の高齢者は、昭和60年には44万人で全世
帯員数の16％だったが、平成17年では7万２千人
増加し、51万２千人で全世帯員数の31％となった。

さらに、農家人口等が減少するなか、東北の農
業集落は混在化（農業集落の総世帯数に占める農
家数の割合）が進展しており、５割を超える集落
が都市的地域では87.6％、他の地域でも50％前後
に達している。
鉤　農山漁村活性化の取組

農山漁村における定住等及び農山漁村と都市と
の地域間交流を促進するため、農山漁村活性化法
に基づき、県又は市町村が作成する活性化計画に
よる取組を総合的かつ機動的に支援した。管内
159市町村において129の活性化計画が策定され、
農山漁村活性化プロジェクト交付金が交付され
た。

また、農山漁村の伝統文化、生活、自然、景観
等、有形・無形の地域資源を活用した農山漁村活
性化のための活動を支援する農山漁村（ふるさと）
地域力発掘支援モデル事業では、平成20年度まで
53地区が採択された。
鉈　都市と農村の共生・対流

都市と農山漁村の間で「人・もの・情報」の行
き来を活発化することにより、人が都市と農山漁
村を双方向で行き交うライフスタイルを実現する
ことを目指し、「東北地域都市と農山漁村の共生・
対流連絡協議会」による関係機関との連携、東北
農政局メールマガジンやホームページでの情報発
信に取り組んだ。

平成21年８月には、「仙台七夕まつり」の期間に、
仙台市役所前の勾当台公園において農業農村整備
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イベント「七夕まつり“子どもに夢を”」を開催し、
管内各県、各市町村等のグリーン･ツーリズム等
のパンフレットを配布・説明し、「都市と農山漁
村の共生、対流」のPRを行った。

また、子ども農山漁村交流プロジェクトを推進
し、平成21年度は、全国で89カ所、うち東北では
20カ所の受入れモデル地区を決定した。
銕　中山間地域の振興

中山間地域等は、東北の総面積の約7割、農業
産出額の51％を占めており、地域特性を活かして
多様な農産物を供給するなど、東北の農業・農村
の中で重要な地位を占めているが、過疎化・高齢
化の進行や担い手の減少により耕作放棄地が増加
傾向にある。

中山間地域等の農業生産の維持を図りつつ、多
面的機能を確保するための中山間地域等直接支払
制度では平成21年度、管内179市町村の4,707集落
協定等に中山間地域等直接支払交付金が交付さ
れ、その交付総額は89億5,791万円、交付対象農
用地面積は７万1,645haとなった。また、全交付
対象農用地面積の約75％に当たる５万3,571haで
自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に
向けた取組を行った。
鈿　農地・水・環境保全向上対策の着実な実施

農地・水・環境保全向上対策は、平成21年度に
ついては、前年度より１村増加し、管内の229市
町村の８割にあたる181市町村で取り組まれた。
鉋　農作物鳥獣被害対策の展開

平成21年度の東北における野生鳥獣による農作
物被害は14.9億円で、前年に比べ約1.5億円減少し
た。
「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のた

めの特別措置に関する法律」に基づき被害防止計
画を作成した市町村においては、鳥獣害防止総合
対策事業による支援が講じられ、管内では平成21
年度末で71市町村で同計画が策定されている。

⑷　関係機関との連携強化
子どもから大人、消費者・生産者・事業者などが幅

広く参加した食を考える運動を取り組むための食育の
推進方策の協議の場として、「東北地域食育推進協議
会」を開催するとともに、管内農政事務所においても
食育に関する意見交換会等を開催した。

また、地場産物を活用した食育の重要性について理
解を深めるため、「学校給食への地場産物活用の促進」
をテーマとした学校給食関係者による意見交換会を管
内18カ所で実施した。

また、東北における食料自給率向上に向けた取組を
実効あるものとするため、「東北地域食料自給率向上
協議会」を12月に開催し、各界からの協議会構成員と
課題解決の方策を探るための意見交換を行った。

農商工連携の取組として、国、地方自治体、農林水
産団体の関係機関が一体となって農商工連携を推進す
るため、「東北地域農商工連携促進協議会」を平成21
年11月に開催した。

東北地域の関係機関・団体等の連携を深め、農林水
産物・食品の輸出を促進することを目的とした「東北
地域農林水産物等輸出促進協議会」の総会を平成21年
５月に行うとともに、生産者、食品メーカー等を対象
とした輸出促進セミナーや国内外の食品バイヤーを招
聘した商談会を開催した。

⑸　広報活動
報道関係者に対して、プレスリリース（128回）、記

者レクチャー（４回）を実施し、迅速な情報提供を行っ
た。

管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸
透を図るため、「東北食料・農業・農村情勢報告」を1,800
部、また、東北農業・農村の現状等を図表でまとめた

「東北農業のすがた2010」を4,000部発行し、一般消費
者や都道府県関係者及び報道関係者等に管内における
農業・農村の情勢を紹介した。

広く国民への効果的な情報提供の観点から、ホーム
ページ内容の迅速な更新を行った。

メールマガジンは「東北農政局メールマガジン」（平
成22年2月現在登録会員6,325名）を毎週１回発行した。
　また、「東北農政局食料自給率向上メールマガジン」

「東北農政局農産物・食品等輸出関連情報メールマガ
ジン」「東北おらほの特産農産物応援メルマガ」も随
時発行した。

東北農政局の「消費者展示コーナー」では、毎月管
内市町村の協力を得て、農林水産業に関する特色ある
展示を行うとともに、各農政事務所においても「消費
者の部屋」を設置し消費者に情報提供を行った。

２　関東農政局

⑴　地域経済及び農業産出額
ア　地域経済

管内の平成21年度の経済情勢をみると、平成20年
秋以降の国際的な金融危機により、雇用情勢等に厳
しい状況が残るなか、製造・非製造の別、業種等に
よるばらつきはあるものの、総じて回復の動きがみ
られる。

個人消費はエコカー減税やエコポイント制度によ
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り、弱い動きとなっているものの一部に回復の動き
がみられる。製造業の生産は回復の動きが続いてい
る。非製造業では、リース業は低調に推移し、情報
サービス業は弱い動きとなっている。

イ　農業産出額
管内における平成21年の農業産出額（都道府県別

推計）は２兆1,009億円で、前年に比べ３％減少した。
なお、管内の農業産出額が全国に占める割合は25％
となっている。

ウ　農業経営
平成21年の個別経営（農業経営体１経営体当たり）

の状況をみると、農業収入は377万円で、米をはじ
め多くの農畜産物価格が低下したこと等から前年に
比べ３％減少した。

一方、農業経営費は268万円で、肥料費等が増加
したものの飼料費、光熱動力費等が減少したこと等
から前年に比べ３％減少した。

この結果、農業所得は109万円となり、前年に比
べ３％減少した。

なお、総所得は444万円で、総所得の構成をみると、
農業所得が25％、農外所得が36％、年金等の収入が
39％となっている。

⑵　農業生産の動向
ア　水田を中心とした土地利用型作物（平成21年産）

水稲の作付面積は31万7,200haで、前年産に比べ
て1,200ha減少（対前年比100％）した。

作柄は、全もみ数が管内全都県でやや少なかった
ものの、登熟期の日照時間が平年を上回って推移し
たため、登熟はおおむね順調であった。

10a当たり収量は530㎏（作況指数99）、収穫量は
168万t（対前年比97％）となった。

品種別では「コシヒカリ」が作付面積の65％を占
め、続いて「あきたこまち」の５％、「あさひの夢」、

「キヌヒカリ」がそれぞれ４％の順となっている。
４麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦）合計の

作付面積（子実用）は４万1,800haで、前年産に比
べて100ha増加（対前年比100％）したが、収穫量
は13万5,100t（同92％）と前年産に比べ減少した。

大豆の作付面積は１万4,800haで、前年産に比べ
て300ha減少（同98％）した。収穫量は２万4,100t（同
94％）となった。

イ　園芸作物
平成21年産主要野菜（主産県調査・指定14品目）

の作付面積は９万6,800haで、収穫量360万1,000ｔ、
出荷量304万9,000tであった。

作付面積上位の野菜をみると、キャベツ１万

3,300ha、 レ タ ス1万2,300ha、 ほ う れ ん そ う １ 万
300ha、ねぎ１万200haなどとなっており、葉茎菜
類の作付けが多くなっている。

平成21年産果樹（調査対象14品目）の結果樹面積
は５万3,000haであった。

主要果実の収穫量は、温州みかんが15万3,500t、
りんごが17万6,400t、日本なしが14万4,500t、ぶど
うが８万7,500tであった。

平成21年の花きの作付（収穫）面積（主産県）は
切り花が4,039ha、球根類23ha、鉢もの類658ha、花
壇用苗もの類が573haであった。

ウ　畜産・飼料作物
平成22年２月１日現在の主要家畜の飼養頭羽数は

乳用牛22万9,200頭（対前年比97％）、肉用牛35万3,600
頭（同97％）であった。

また、平成21年の生乳生産量は143万1,000t（同
98％）となった。

平成21年産の飼料作物の作付面積は４万4,200ha
で、前年産に比べて400ha（同101％）増加した。

エ　工芸農作物
平成21年産の茶の栽培面積は２万1,700ha（対前

年比97％）、荒茶生産量は３万7,400tで、全国の43％
の生産量を占めている。

平成21年産のこんにゃくいもは収穫量が６万
5,100tで、全国の97％を占めている。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　食料自給率の向上に向けた取組

関東農政局では、意見交換会の開催、広報活動等
を通じ、地産地消、食育、米飯学校給食、米粉の普
及及び飼料増産・食品残さの飼料化等の推進を図る
ことにより、食料自給率の向上に向けた国民の理解
醸成に取り組んだ。

具体的な取組として、「食料自給率の向上に資す
る優良取組事例」、「食料自給率アンケート」の実施、

「地産地消の優良事例の収集と情報発信」、「食育シ
ンポジウム」の開催及び「関東地域飼料増産及び食
品残さ飼料化（エコフィード）合同会議」の開催等
を行った。

イ　担い手の育成・確保の推進
関東農政局では、都県、市町村の各段階において、

行政、農協及び農業委員会等の農業関係団体が一体
となって、担い手（認定農業者や集落営農組織）を
育成・確保するため、経理・税務等の専門的な知識
習得等の支援・相談活動を実施する「担い手育成総
合支援協議会」（以下「担い手協議会」という。）の
組織化を推進している。管内では、平成22年３月末
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現在、都県段階に10協議会、地域段階に333協議会
が設立されている。

担い手協議会が実施する担い手の経営改善・発展
に向けた取組を支援するため、「担い手アクション
サポート事業」が実施され、中小企業診断士等のス
ペシャリストによる相談会の開催、簿記研修、先進
的経営体の視察等の取組が管内各地域で行われてい
る。管内においては、平成21年度は８県担い手協議
会及び92地域担い手協議会が本事業を活用した。

このような担い手の経営改善・発展に向けた取組
を行った結果、管内の認定農業者数は、平成22年３
月末現在、419市町村において５万1,495経営体（前
年同月末５万676経営体、対前年比1.6％増）の農業
経営改善計画が認定されている。

ウ　農地政度改革、農地の有効利用に向けた取組
国内の農業生産の基盤である農地の確保及び農地

の効率的な利用が図られるよう、農地の転用規制の
強化、農地の権利移動の許可基準の見直し、遊休農
地の農業上の利用の増進を図る措置の充実、農地の
利用集積を円滑に進める事業の創設等を柱とする

「農地法等の一部を改正する法律」が､ 平成21年６
月24日に公布され、同年12月15日に施行された。こ
れに伴い、７月から８月にかけて改正法の、10月か
ら11月にかけて改正法施行令及び施行規則の案につ
いての説明会を管内10都県で行った。

また、12月には法改正で新たに始まった「農地を
相続した際の農業委員会への届け出」について周知
を図るため、パンフレットを作成し、管内の地方法
務局、司法書士会、税理士会等に配布、説明した。

農業経営基盤強化促進法については、改正法施行
後３ヶ月以内に都県の基本方針の見直し、都県の基
本方針見直しから３ヶ月以内に市町村基本構想の見
直しが必要となるため、管内10都県全てにおいて３
月上旬に基本方針の見直しを完了した。

耕作放棄地解消に向けては、関東農政局耕作放棄
地解消プロジェクトチーム（平成20年１月設置）を
主体に、都県等と意見交換を行うなど、耕作放棄地
解消に取組んでいる。

具体的には、平成21年度に創設された「耕作放棄
地再生利用緊急対策交付金」についての事業制度説
明会の実施や、地域耕作放棄地対策協議会の設立を
各市町村に対して働きかけを行った。

その結果、管内382市町村（農振農用地区域内に
耕作放棄地がある市町村）のうち251市町村で協
議会が設立され（平成22年3月31日時点）、管内で
1,799ha（農振農用地区域内1,281ha）の耕作放棄地

が解消された。
エ　戸別所得補償モデル対策の実施

我が国の農業は、農業従事者の減少・高齢化、農
業所得の激減など大変厳しい状況にある。このため、
意欲のある農業者が農業を継続できる環境を整え、
国内農業の再生を図ることで、我が国の食料自給率
の向上を図るとともに、農業の有する多面的機能が
将来にわたって適切かつ十分に発揮されるよう、平
成23年度から戸別所得補償制度が導入される。平成
22年度には、本格実施に向けて、事業の効果や円滑
な事業運営を検証するために戸別所得補償モデル対
策を実施することとなっている。

関東農政局においては、戸別所得補償制度の円滑
な実施に向け、平成21年11月に戸別所得補償推進本
部を立ち上げ、農政局・農政事務所における推進体
制を確立するとともに、関係機関への協力要請や説
明会の開催、集落座談会での農業者への周知など周
知活動に努め、平成21年度には管内で約1,450回の
説明会を開催し、延べ５万９千人の方に対して説明
を行った。

さらに６月30日までの加入申請受付期間に対象と
なる農業者への周知に向けてポスター掲示やパンフ
レットの配布、広報誌への記事掲載等各種広報媒体
を活用したさらなる広報活動を行った。

オ　環境保全型農業の推進
関東農政局では、環境保全型農業の普及・啓発を

目的として、事業説明会の開催や各種情報の提供を
実施した。

また、土壌保全対策として、技術普及のための研
究会において土壌調査技術等の研修を行った。

第15回環境保全型農業推進コンクールにおいては
農事組合法人佐原農産物供給センターが農林水産大
臣賞を受賞したほか、優秀賞１点、奨励賞５点の受
賞があり、平成21年３月には表彰式及び事例発表を
行った。

持続農業法に基づく管内の認定農業者（エコ　
ファーマー）は着実に増加し、平成21年３月末現在
で、３万9,731件（前年同月末３万7,528件、対前年
比5.9%増）となっている。

さらに、有機農業の普及・推進に向け、同年２月
に関東地域有機農業推進検討会を開催した。関東
管内における有機農業総合支援対策の事業実施主体
は、地域協議会において有機農業に係る農業者の育
成や生産・流通・販売の拡大等に努め３団体におい
て技術支援施設等の整備を行った。

平成19年４月から開始された農地・水・環境保全
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向上対策については、平成21年度に63市町村、131
活動組織の3,341haで営農活動支援が実施された。

カ　農林水産物・食品の輸出促進
関東地域の関係機関・団体等の連携を深め、農林

水産物・食品の輸出の取組を促進することを目的と
した「農林水産物等輸出促進関東地域協議会」の年
次総会を平成21年７月31日に開催し、同日開催で「第
１回農産物・食品等輸出促進セミナー」を実施した。
セミナーには約100名が参加し、輸出にかかる諸制
度や支援措置の情報、輸出取組の先進事例等の情報
が提供された。

また、同年10月30日には「輸出オリエンテーショ
ンの会」を開催し、輸出を志向する事業者等が国内
外の商社・バイヤーと直接商談を行った。さらに､「第
２回農産物・食品等輸出促進セミナー」や、産品を
出品した農林漁業者等が、試食を通じてバイヤー等
からその輸出可能性についてのアドバイスを受ける

「輸出産品発掘会」が実施され、約180名が参加した。
関東農政局では同協議会の活動を支援するととも

に、ホームページへの掲載などによる輸出関連情報
の提供や輸出相談窓口における輸出取組者からの相
談・質問等への対応を行った。

その他に、各県における課題毎のセミナーを、千
葉県、群馬県、茨城県及び埼玉県の４県で取り組ん
だ。

これらの輸出促進対策に取り組んだ結果、管内で
は輸出取組の増加がみられた。

キ　食の安全・消費者の信頼確保に向けた取組と食育
　の推進

関東農政局では、食の安全を確保するため、農薬
及び飼料並びに水産用医薬品の使用実態調査、農産
物のカドミウム等の有害物質実態調査、BSE対策と
して飼料及び肥料への危険部位の混入防止措置、牛
トレーサビリティ制度の遵守状況等調査、高病原性
鳥インフルエンザ発生時の対応等を行った。

また、食の安全・消費者の信頼を確保するために、
「消費者団体との意見交換会」を開催し、食料・農
業・農村基本計画を中心とした新たな農業政策につ
いて、意見交換等を行ったほか、関東農政局が取組
む食の安全施策に関しての情報提供等を行うため、
ホームページ等を活用するほか、「消費者等との意
見交換会」、「リスク管理セミナー」及び「食品表示
セミナー」を各都県において開催した。

さらに、生鮮食品、加工食品、有機農産物等の表
示調査、食品表示110番及び食品表示ウォッチャー
等の情報を活用した事実確認のための調査等を実施

し食品表示の適正化を推進するとともに、食品表示
の適正化を推進する事業者の自主的な取組を促進す
るため埼玉県及び東京都において食品表示適正化技
術講座を開催した。

食育の推進については、厚生労働省と農林水産省
が共同で策定した「食事バランスガイド」の普及・
活用推進のため、消費者や食品事業者等を対象とす
る説明会の開催、市民講座、学校等への講師派遣、
消費者等を対象としたイベント等への出展等を行う
とともに地域における活動を「食の安全・安心確保
交付金」で支援した。

また、消費者等に農業や食に関する理解を深めて
もらうため、農業体験である「教育ファーム」や調
理体験等の取組を各都県で関係機関と連携して実施
した。

さらに、食育月間セミナーの開催、消費者の部屋
特別展示、シンポジウム等を開催した。

その他、「関東地域食育推進ネットワーク」とし
て、ホームページ、電子メールを活用した参加者相
互の情報交換や会員の情報発信の支援を行うととも
に、実践事例の報告や意見・情報交換会を管内各都
県段階毎に実施した。

ク　食品リサイクルの推進
平成19年12月に改正食品リサイクル法が施行され

事業者ごとに再生利用等の実施目標が設定されるこ
とや定期報告義務が新設される等の改正が行われた
このため、関東農政局では、改正法が円滑に運用さ
れるよう、農政事務所等の職員が該当する事業者へ
の訪問等により周知及び徹底を図るための取組を
行った（平成21年度3,181事業者）。加えて、定期報
告義務制度について対象事業者への普及、報告書の
記入方法の説明等を目的として、さいたま市及び東
京都内において計５回の説明会を開催した。

また、優良な食品リサイクル事業者を育成するた
め、食品リサイクル法に基づく登録再生利用事業者
への指導等を行った（平成22年３月末管内登録事業
者数61件）。

さらに、地域バイオマス利活用交付金を活用した
学校給食残さの堆肥化施設（山梨県笛吹市）、食品
加工残さの飼料化施設（千葉県旭市）の整備を行っ
た。

ケ　農商工連携
平成20年７月に農商工等連携促進法が施行され、

法に基づく認定は、平成22年３月末までに６回行わ
れており、事業計画が84件、支援計画が３件認定さ
れた。また、この取組を普及・促進するため、経済
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産業省関東経済産業局と共催で平成22年２月に「農
商工等連携フォーラムin山梨」を、平成21年11月、
平成22年１月、２月に埼玉県、茨城県及び山梨県に
おいて農商工連携マッチングフェア」を開催した。

また、農商工連携に係るイベント等について随時、
関東農政局メールマガジンを活用して情報発信を行
うとともに、管内で農商工連携に既に取り組んでい
る事業者等に情報提供を行った。

コ　バイオマスの利活用の推進
関東農政局では、関東地域の各省地方支分部局、

試験研究機関及び都県からなる「バイオマス・ニッ
ポン総合戦略関東地域連絡協議会」の幹事会を開催
し、各機関の情報の共有を図った。

また、補助事業である環境バイオマス総合対策推
進事業のうち地域ににおける環境バイオマス総合対
策調査（関東地域調査事業）により組織されている
産学官による「関東バイオマス発見活用協議会」が
開催した「バイオマスタウンの実現に向けて」と題
する研修会や、同事業を活用して行われた未利用バ
イオマス調査等への支援を行った。

さらに、地域バイオマス利活用交付金や、バイオ
燃料地域利用モデル実証事業等により、地域におけ
るバイオマスの利活用を支援した。

これらの活動等を通じ、バイオマスの利活用及び
バイオマスタウン構想の普及･啓発の推進を図った。

サ　都市と農山漁村の交流の取組
関東農政局では、都市と農山漁村がお互いの地域

の魅力をわかちあい、「人・もの・情報」の行き来
を活発にしていくという観点から、都市と農村を行
き交う新たなライフスタイルの実現を進める取組み
として、グリーン・ツーリズムや、子どもの農業・
農村体験の取組を推進している。

平成21年７月には「関東農政局消費者の部屋」（さ
いたま新都心合同庁舎1号館、インフォメーション
センター内）において、グリーン・ツーリズム・子
ども農山漁村交流プロジェクト関係のパネル展示や
パンフレットの無料配布を行った。

また、農林水産省、文部科学省、総務省の連携に
より、小学校における農山漁村での１週間程度の
長期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流
プロジェクト（愛称「ふるさと子ども夢学校」）の
取組は、取組２年目となる平成21年度には、全国で
37、管内は５の受入モデル地域が新たに選定され、
平成20年度選定地域と合わせ、全国で90、管内で13
のモデル地域において、文部科学省が認定したモデ
ル推進校を中心に農林漁家民宿・民泊体験が実施さ

れた。
シ　鳥獣被害防止対策の推進

関東農政局では、野生鳥獣の生息分布域の拡大等
により高止まりとなっている鳥獣被害を軽減・防止
するため、平成21年12月８日茨城県つくば市におい
て、被害防止に関する知識の向上及び最新技術の普
及を目的とした、農作物鳥獣害防止対策技術検討会
を開催した。

また、平成19年12月に成立した鳥獣被害防止特別
措置法のさらなる周知を図るため、現地説明を行う
とともに、市町村が計画的に行う鳥獣害対策への支
援（鳥獣害防止総合対策事業）の説明を行った。

さらに、地域の要請に応じて、鳥獣害対策のアド
バイスを行う専門家を12地域に紹介し、地域の被害
防止対策を推進した。

⑷　関係機関との連携強化
地域農政の円滑な推進を図るため、「関東地域食育

推進ネットワーク」、「地域リーダー・有識者との意見
交換会」、「農業経営体代表者との意見交換会」、「地域
農政に関する市町村長懇談会」、「報道関係者との現地
調査」等の各種懇談会及び意見交換会等を開催し、広
く意見交換を行った。

また、各種施策の推進に当たっては、関連省庁、都
県、生産者団体、実需者団体、消費者団体及び試験研
究機関等との各種会議及び意見交換等を通じ意思疎通
を図ってきた。

さらに、「関東地域農林水産情報ネットワーク」を
活用し、生産者、自治体、JA、生協、消費者など地
域関係者間の連携を図りながら、地域における農林
水産情報を迅速に分かりやすく提供するよう努めてき
た。

⑸　広報活動
管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸

透を図るため、「関東食料・農業・農村情勢報告」、各
種統計資料を公表し、一般消費者や都県関係者及び報
道関係者等に管内の農業・農村を紹介した。

関東地域の農政推進地域情報を毎月ホームページに
掲載した。

食料・農業・農村に関する情報を「関東農政局メー
ルマガジン」として毎週木曜日に発行するとともに、
関東農政局ホームページに掲載した。

インフォメーションセンター内の「消費者の部屋」
では、毎月各部の協力で農林水産業に関する幅広い
テーマを取り上げた特色ある展示を行うとともに、各
地方農政事務所にも消費者コーナーを設け、広く消費
者に情報提供を行った。
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なお、各種施策の推進に当たっては、リーフレット
の配布や説明会の開催、優良事例の紹介等に努めた。

さらに各地域で行われた農業祭等のイベントに参加
し、農業施策等について広くPRを行った。

３　北陸農政局

⑴　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済

平成20年秋以降の世界的な金融危機による急速な
景気悪化という厳しい状況の中から、管内の景気や
雇用情勢、生産の一部に持ち直しの動きがみられて
いる。

また、21年度の企業収益は低水準ながら回復の方
向にあるが、設備投資は減少した。

雇用情勢は厳しい状況にあり、有効求人倍率は低
水準で推移する中、一部で上昇に転じてきているも
のの、雇用者所得は前年を下回り、個人消費も引き
続き弱い動きとなった。

イ　農業経営（水田作経営）
北陸の平成21年水田作経営１経営体当たりの農業

粗収益は248万円で、前年に比べ８万円（3.0％）減
少した。

一方、農業経営費は199万円で、前年に比べ２万
円（0.9％）増加したことから、農業所得は49万円
となり、前年に比べ10万円（16.1％）減少した。

また、農業所得、農外所得及び年金等の収入に
農業生産関連事業所得を加えた総所得は461万円で、
前年に比べ46万円（9.0％）減少した。

水田作作付延べ面積規模別で最も大きい20ha以
上階層農業所得は1,132万円と、北陸において平均
的な経営規模である1.0 〜 2.0ha階層（47万円）の約
24倍となっている。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲

平成21年産水稲の作付面積（子実用）は、水田を
有効活用する取組の推進による新規需要米等の作付
けにより前年産に比べ200ha（0.1％）増加し、21万
haとなった。

10a当たり収量は、全もみ数及び登熟とも平年並
みとなったことから、前年産を17kg（3.1％）下回
る528kg、作況指数は99となった。

県別には、新潟県が作況指数99の534kg、富山県
が100の537kg、石川県が98の511kg、福井県が97の
500kgとなった。

この結果、収穫量は前年産を３万６千t（3.1％）
下回る110万８千tとなった。

品種別には、コシヒカリが83万2,900tで全収穫量
の75.2％を占めた。

イ　麦
平成21年産六条大麦（子実用）の作付面積は、需

要の増加等により前年産に比べ530ha（5.9％）増加
し、9,480haとなった。

10ａ当たり収量は、作柄の良かった前年産を
18kg（5.4％）下回る316kgとなった。

この結果、収穫量は前年産を100t（0.3％）上回
る３万tとなった。

ウ　大豆
平成21年産大豆（乾燥子実）の作付面積は、他作

物への転換により前年産に比べ400ha（2.5％）減少
し、１万5,400haとなった。

10a当たり収量は、７月上旬以降の日照不足によ
り生育が軟弱傾向となり、９月中旬以降は好天に恵
まれたものの成熟期間が短くなり小粒傾向となった
ことから、前年産を12kg（7.1％）下回る157kgとなっ
た。

この結果、収穫量は前年産を2,500t（9.4％）下回
る２万4,200tとなった。

エ　畜産
平成22年２月１日現在の乳用牛の飼養戸数は474

戸（前年比7.2％減）で、飼養頭数は１万7,900頭（同
4.8％減）となった。

肉用牛の飼養戸数は531戸（同0.2％減）で、飼養
頭数は２万4,900頭（同2.9％増）となった。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
北陸農政局では、平成21年度行動計画を作成し、こ

れに基づき各種施策を推進するとともに、北陸地域の
食料・農業・農村の動向と課題を「情勢報告」として
とりまとめた。
ア　食料自給率向上に向けた取組

北陸地域の平成20年度における食料自給率は79％
と高い水準となっているが、品目毎に見ると米が全
体の自給率を引き上げており、米を除く自給率は
14％と低い水準にある。

このため、食料自給率向上に向けた意識の向上を
図るため、「ライスランド北陸2009」キャンペーン
活動を推進し、旅行雑誌に北陸地域の「食」と「農」
の特集記事を掲載するなどの取組を実施した。

国民運動「フード・アクション・ニッポン」の取
組では、北陸地域の小学校３校において「食料自給
率の大切さを伝える授業」などを実施した。

また、野菜の加工・業務用需要向け生産拡大を図
るため、富山県南砺市の加工用大かぶ産地におい
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て、生産者と実需者との現地検討会を実施するとと
もに、飼料自給率の向上を図るため、転作田におけ
る稲発酵粗飼料や飼料用米の作付拡大等を推進した
結果、飼料用米作付面積は前年に比べてほぼ３倍

（110ha）に増加した。
イ　米関連対策の着実な推進
鉉　平成21年産米の取組

平成21年産米の生産調整については、全国の各
地域で、農業者団体と行政が一体となり、その実
効性の確保に向け全力で取り組んできた。

その結果過剰作付は、昨年に比べ全国で約５千
ha減少し、４万９千ha程度となっている。管内
では、富山、石川、福井県は、引続き生産調整を
達成している。新潟県は、昨年に比べ約400ha過
剰作付を減少させているが、依然4,200ha程度の
過剰作付となっている。
鉤　戸別所得補償モデル対策の実施に向けた取組

食料自給率の向上と多面的機能の維持を図ると
ともに、意欲あるすべての農業者が農業を継続し
経営発展に取り組める環境を整備するため、平成
22年度から戸別所得補償モデル対策が実施される
こととなった。

本対策の円滑な実施に向けて、多くの農業者に
加入頂くとともに、広く国民の理解が得られるよ
う、管内においては、22年１月に北陸ブロック説
明会を開催したのを始め、県別・地区別説明会を
延べ946回、３万8,848人（22年３月末現在）の参
加を得て開催するとともにパンフレット等により
周知に努めたところである。

また、管内においては、水田を有効活用するた
め、過剰作付となっている新潟県を重点的に、新
規需要米（米粉用、飼料用）及び加工用米の生産
拡大の取組を推進した。
鉈　米の適正流通確保に向けた取組

米のトレーサビリティ法及び改正食糧法の平成
22年度施行に伴う、新しい制度の円滑な導入に向
け、職員の理解と能力向上のため研修を実施する
とともに、米の取扱対象事業者に対する新しい制
度の普及・啓発の取組を行った。

ウ　農地・水・環境保全向上対策の推進
本対策に係る事務手続きの改善と処理の迅速化を

図るため、提出書類の事前チェックなど書類作成等
に係る助言・指導を行った。

また、現地の組織活動に参加し、地域協議会や活
動組織の代表者等との意見交換（４回）を行うとと
もに、９月には地域協議会及び関係機関との情報共

有と連携強化を促進するため「農地・水・環境保全
ネットワーク会議」を開催した。

これらの結果、管内では2,426地区、約12万haの
農地で本対策の取組が行われた。

また、地域協議会及び市町村を対象に、平成22年
度の中間評価に向けた施策評価に係るアンケート調
査を実施した。

エ　意欲ある多様な農業者の育成・確保の取組
鉉　水田経営所得安定対策の推進

管内における平成21年産の加入申請経営体は
１万4,296経営体（前年比443増）と全国の17％を
占めている。加入申請経営体の米の作付予定面積
は８万8,773haで、全国の18％、管内の21年産水
稲作付面積の42％となっている。
鉤　認定農業者の育成

平成21年３月末現在の認定農業者数は１万
7,898経営体（うち法人1,382）で、前年に比べ1,745
増加した。営農類型区分別にみると、稲作単一経
営が約５割、稲作を主体とした準単一複合経営が
約４割と約９割が稲作を主とした経営であり、こ
れは全国平均に比べて高い割合となっている。
鉈　集落営農の組織化・法人化の推進

平成22年２月１日現在の集落営農数は2,089（全
国の15％）であり、うち農業生産法人の割合は
29％と全国（15％）を大きく上回っている。

また、担い手不足が見込まれる地域において、
農地・農作業の受け手となることが期待される特
定農業団体及び特定農業法人は、21年３月末現在
でそれぞれ200団体及び200法人となっている。
銕　一般企業等の農業参入の推進

ａ　取組概要
農地法等の一部改正を踏まえ、建設業・食品

産業等の各種業界団体等への、制度・支援策の
情報提供や農業参入意向企業及び関係市町村等
への資料提供、個別相談など、一般企業等の農
業参入を促進するための活動を行った。

ｂ　一般企業等の農業参入状況
平成21年12月14日現在の農業参入法人数は55

法人となっている。これらを形態別にみると、
株式会社31法人、NPO法人等18法人、特例有
限会社６法人となっている。

また、業種別では、建設業21法人、第三セク
タ－10法人、食品産業７法人、NPO法人７法人、
その他10法人となっている。

鈿　新規就農の促進
円滑な就農のための技術・経営研修メニューの
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整備、就農支援資金の貸付等の支援を行った。新
規就農者数は近年増加傾向で推移するとともに、
法人への就業や中高年のUターン等就農ルートが
多様化している。農政局では新規就農に関する情
報提供として、福井県と協力し新規就農セミナー

（２月）を開催するとともに、各県の就農支援施
策をまとめたパンフレットを作成し関係機関への
配布等を行った。
鉋　女性農業者の参画に向けた取組

農山漁村における女性の経営及び社会参画に向
け、「農山漁村女性の経営参画促進実践セミナー」

（２月）、女性農業者の情報交換を目的とした「北
陸地域女性農業者WAY・WAYネットワーク交
流会」（８月）、「北陸農政局男女共同参画優良事
例表彰式」（11月）を開催した。

また、女性起業活動を紹介した「北陸地域女性
起業マップ」の作成や農政局ホームページ及び
メールマガジンによる各種情報提供等を行った。

オ　食の安全と消費者の信頼確保、食育の取組
鉉　食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組

ａ　リスクコミュニケーションの推進と消費者へ
の情報提供及び意見交換

グループディスカッションを取り入れた「『食
品の安全とリスク』のセミナー」を開催し、リ
スクコミュニケーションを推進した。

また、消費者への情報提供及び意見交換を行
う「食の安全１．２．３！とくだねｅ〜講座」（計
31回）や、消費者ニーズの把握と農林水産行政
に関する消費者の理解の促進を図る「消費者団
体との意見交換会」を各県２回ずつ開催した。

ｂ　農産物のリスク管理の推進
国際的な動向に即したリスク分析を基本とす

る食品安全行政を着実に推進するため、危害要
因に係るサーベイランスやモニタリング等の取
組について、各県担当者との意見・情報交換を
行い、農林水産分野におけるリスク管理等の基
本的な考え方に関する知見・情報の共有を図っ
た。

また、各県と連携し、農産物の農薬残留やカ
ドミウム含有等の実態について調査するととも
に、農業者等に対して農薬の適正使用・飛散防
止やカドミウムの吸収抑制対策等の徹底を働き
かけた。このほか、県や試験研究機関が参集し
た技術検討会の開催等を通じて、総合的病害虫・
雑草管理（IPM）の推進を図った。

ｃ　家畜伝染病の発生・まん延防止

管内で高病原性鳥インフルエンザが発生した
場合の農政局の防疫支援体制等を確認するため
に模擬訓練を実施し、その結果を踏まえ対応マ
ニュアルを改正した。

また、石川県と連携し、防護服の着脱、患鶏
の疑似殺処分、車両の消毒等に関する実地訓練
を実施した。さらに、高病原性鳥インフルエン
ザ対応に係る各県関係部局との連携強化のため
連絡会議を開催した。

ｄ　ペットフード安全法に関する取組
平成21年６月１日のペットフード安全法施行

に伴い、製造・輸入業者の届出受付を開始する
とともに、22年１月からは小売販売業者におけ
る立入調査を開始した。

また、21年５月には管内各県において届出対
象業者に対する説明会を、22年１月には富山県
においてペットフード関連業者及び管内各県行
政担当者を対象にセミナーをそれぞれ開催し、
法に基づく各種取組が円滑に推進されるよう周
知活動を行った。

ｅ　牛トレーサビリティ制度の円滑かつ適切な実
施

牛トレーサビリティ法に基づき、牛の個体識
別のための情報の適切な管理・伝達を推進する
観点から、牛の飼養者及び販売業者等に対して
監視・指導を行った。

ｆ　食品表示の監視・指導等
JAS法に基づく食品の適正表示を推進するた

め、食品事業者に対して生鮮食品調査及び加工
食品の原料原産地表示等の調査を実施するとと
もに、食品表示110番等に寄せられた食品の不
適正表示等に関する情報に基づく調査・指導を
行った。

平成21年１月９日に改正された玄米及び精米
品質表示基準の改正点を事業者に周知するた
め、米の表示制度説明会を開催（35回）したほ
か、事業者や消費者の要請に基づき出張講座を
実施した（155回）。

食品表示に関する法令を所管する関係各機関
と連携し、「食品表示監視協議会」を各県にて
開催。不適正表示に関する情報共有や意見交換
等を行った。

鉤　地域における食育の取組
「食育月間」、「食育の日」の取組と併せて、「移

動消費者の部屋」の開設及びパネル展示等のほか、
大学等の食堂において卓上メモを活用し、食育に
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関する情報提供を行った。
また、子育て世代を中心に食育の理解を促進す

るため、地域情報誌において局長との誌上対談を
実施した。

地域の食育推進を図るため、各県において「減
らそう！食卓からの食品残さ」をテーマに「食育
ネットほくりく」交流会を開催した。
「食事バランスガイド」活用促進の取組では、

バランスのとれた日本型食生活の普及を図るた
め、「食事バランスガイド」簡単メニューを募集
し、応募作品の中から北陸農政局長賞を授与する
とともに、農政局ホームページに掲載しメニュー
の活用促進に努めた。また、食事バランスガイド
の普及状況を把握するため、「食事バランスガイ
ド」認知度等アンケート調査を実施した。
「教育ファーム」推進の取組として、地域に根

付いた教育ファームの推進方策を検討する「北陸
ブロック教育ファーム推進協議会」を開催したほ
か、教育ファームを支援・実施する関係者間の相
互の交流・連携を図る「教育ファーム」交流会を
開催した。

その他、メールマガジン、農政局ホームページ
や啓発誌「食育を進めよう！」を活用して食育に
関する情報提供を行った。　

カ　地産地消の推進に向けた取組
地場農産物の利用拡大に向けた関係づくり及び学

校給食における地産地消のさらなる推進を図るた
め、「北陸地域地産地消推進ミーティング」を開催し、
学校給食の現場における課題や解決方策について意
見交換を行うとともに、地域の個性を活かした創造
的かつ将来性のある地産地消活動５事例に対して北
陸農政局長賞を授与した。

さらに、平成21年度の「地産地消の仕事人」に管
内から４名が選定されたほか、「地産地消・学校給
食等メニューコンテスト」においては、PFUライ
フエージェンシー株式会社（石川県）に農林水産大
臣賞、トラットリアピッコロソーニョ（福井県）に
生産局長賞がそれぞれ授与された。これら地産地消
に積極的に取り組んでいる事例については、農政局
ホームページへの掲載等を通じて情報提供を行っ
た。

キ　多彩な米消費拡大の推進
米の消費拡大を重点施策の一つとして位置付け、

年間を通して①朝食欠食の改善に向けた「めざまし
ごはんキャンペーン」、②米を中心とした日本型食
生活の周知、③米飯学校給食の拡大、④各種イベン

ト等における普及・啓発活動などに取り組んだ。
また、米粉を利用した製品の一層の拡大を図るた

め、米粉料理教室の開催、学校給食への米粉パンの
導入推進、「米粉取扱店マップ」の発行、「米粉料
理レシピ集」の作成、米粉製粉業者・加工業者・消
費者との意見交換会の開催などを通じた普及活動を
行った。

ク　農産物等の輸出促進に向けた取組
北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会と連携

し、輸出促進のための勉強会（10、３月開催）、輸
出オリエンテーションの会によるバイヤーとの商談
会や試食会（11月開催）、在日外国人を対象とした
食材交流会（２月開催）などを実施し、輸出意欲の
ある事業者への支援や北陸産食材のPRを行った。

ケ　農商工連携の取組
「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」に基づき、経済産業局等と
連携し、「農商工連携フォーラム」等を実施して普及・
啓発を図るとともに、11件の農商工等連携事業計画
及び１件の農商工等連携支援事業計画を認定した。

また、地域農産物を活用して新商品開発や販路開
拓を行う農業者と食品事業者の連携した取り組みに
ついて、食料産業クラスター協議会等を通じて６件
を支援したほか、施設整備事業による支援を４件行
うとともに、関係機関と連携して「食農連携ワーク
ショップ」等に参画するなど、産学官連携や異分野・
異業種間連携等の取組を推進した。

コ　農山漁村地域の活性化の取組
鉉　農山漁村の活性化に向けた取組

農山漁村地域の創意工夫を活かした取り組みを
総合的に支援するため、局内に設置している「農
山漁村活性化支援窓口」において、市町村等から
の相談に対応するとともに、県・市町村担当者等
への説明会や個別相談会等を開催し、「活性化計
画」の作成を働きかけた結果、新たに７市町を含
めて20市町にて23計画が策定され、平成19年度か
らの累計で53市町村において110計画が作成され
た。

また、市町村が要望するテーマに基づき、関係
する農政局の各担当が現地に出向き意見交換会を
開催し、地域活性化に向けた取組の促進に努めた。
鉤　都市と農山漁村の共生・対流の推進

地域の特性を活かした都市との共生・対流の推
進に向け、農政局ホームページを通じ、規制緩和
措置を活用した農家民宿の取組事例や市民農園の
整備促進に向けた農園開設状況の情報提供など、
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支援施策や政策情報について情報発信を行った。
また、小学生を対象に１学年100人規模の子ど

もたちが、農山漁村で長期宿泊体験活動を行う「子
ども農山漁村交流プロジェクト」について、11地
域のモデル地域で受入体制づくりのための総合的
な支援を行った。
鉈　鳥獣被害対策の推進

深刻化する鳥獣被害を踏まえ、「鳥獣による農
林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に
関する法律」（以下、特措法）及び鳥獣害防止総
合対策事業について管内市町村等への周知を図っ
た。その結果、管内81市町村中60市町村において
特措法に基づく被害防止計画が作成（平成21年度
末現在）され、35地域協議会（41市町村）におい
て上記事業が実施された。
銕　中山間地域等直接支払制度の推進

中山間地域等直接支払制度の推進を図るため、
制度を活用して積極的な活動を展開している集落
等の事例を農政局ホームページで紹介するなどの
取組を行った。

サ　バイオマス・ニッポンの実現に向けた取組
「バイオマス・ニッポン総合戦略」の実現に向け

バイオマス利活用の促進を図るため、バイオマス賦
存量調査、一般消費者等への普及・啓発のための事
業への支援を行った。

また、地域の主体的な取組の推進を図ることを目
的として、管内市町村等に対して、バイオマスタウ
ン構想の説明や意見交換等を実施するとともに、支
援策（交付金等）の説明等を行った。

シ　生物多様性の保全への貢献
トキの野生復帰に向けて、「トキの野生復帰に係

る農業・農地戦略検討会議」を設置し、関係行政機
関、地域農業者及び研究機関と連携しながら、トキ
と農業の共生を目指した農業・農地分野での取組を
推進する体制の強化を図った。平成21年度は５回の
検討会議を開催し、具体的な餌場づくりの手法を検
討・実践するとともに、22年２月に地域農業者等を
対象としたフォーラムを開催し、トキの野生定着と
持続可能な佐渡農業の実現の両立を目指した取組を
進めた。

⑷　関係機関との連携強化
管内各県・市町村、土地改良区等から、随時「施策

提案」を受け、地域農政推進のための意見交換を行う
とともに、地域住民からの要望・相談に対応し、地域
農政の理解醸成に取り組んだ。

また、管内農林・農地部長会議を２回開催し、５月

は管内各県の農業情勢や特徴的な取組についての討
議、10月には戸別所得補償モデル対策事業の推進に向
けた意見交換を行った。

⑸　広報活動
ア　報道機関対応

管内の農業動向、各種調査結果、主要施策等につ
いて随時公表を行うとともに、農政担当記者との情
報交換の場として、石川地区（金沢市）及び新潟地
区（新潟市）において記者懇談会を毎月開催し、一
般国民へのタイムリーな情報提供に努めた。

また、農業関係記事等の報道に当たり、主導的な
役割を果たしている論説委員等と農政局幹部との現
地懇談会を12月に実施した。

イ　ホームページやメールマガジンによる情報発信
農政局ホームページでは、食料自給率の向上、食

の安全や消費者の信頼の確保、戸別所得補償モデル
対策など、農林水産施策に関する情報を消費者、生
産者、事業者等にわかりやすく発信した。

また、農政局メールマガジン「あぐり北陸」にお
いて、農林水産施策に関する情報を毎月５日と20日
に配信した。

ウ　短歌・図画・ポスターコンクール
次代を担っていく子ども達に、食べ物の大切さ、

その食べ物を生み出す農業・林業・水産業や農山漁
村の役割・重要性について理解や関心を高めてもら
う観点から、管内の小・中学生を対象とした「食と
農のゆめ・みらい短歌・図画・ポスターコンクール」
を開催した（応募総数2,764作品）。

４　東海農政局

⑴　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済

平成21年４月以降の管内経済の動向は、政策効果
や外需の回復もあり、春頃から持ち直しの動きが見
られ始め、年度末には、一部に厳しさが残るものの
緩やかに持ち直している状態となった。国内需要の
うち、住宅投資は春頃からは減少傾向が強まり、年
末頃から低水準で推移した。個人消費は夏前までは
弱まっていたが、以降は、弱さが残るものの一部に
持ち直しの動きが見られるようになった。公共投資
は春先は低調に推移していたものの、このところ一
部に下げ止まり傾向がみられたが年央前から持ち直
し、年央過ぎには概ね横ばいになった。生産は春先
頃から持ち直しの動きが見られるようになり、秋以
降増加傾向ないしは緩やかに増加した。雇用情勢は
春先以降厳しい状況が続いていたが、年末以降労働
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需給に改善の兆しが見られるようになった。先行き
については、世界経済の下振れ、自動車のリコール
問題、為替相場の動向、デフレの進行、地域の雇用
情勢や中小企業の資金繰りなどについて一層注視が
必要である。

イ　農業経営の概要（水田作経営）
東海３県における平成21年の水田作経営の１経営

体当たり農業粗収益は137万１千円、農業経営費は
141万８千円となり、農業粗収益から農業経営費を
差し引いた農業所得は４万７千円のマイナスとなっ
た。

また、農外所得は286万６千円、年金等の収入は
263万１千円となり、農業所得に、農業生産関連事
業所得、農外所得及び年金等の収入を加えた総所得
は545万８千円となった。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲

平成21年産水稲の作付面積は８万6,800haで、前
年産に比べ600ha（１％）減少した。

10a当たり収量は481㎏で、作況指数は96となった。
これは、７月から８月上旬の日照不足により、もみ
数が平年に比べやや少なくなったことと、登熟がや
や抑制されたためである。

収穫量は41万7,400tで、前年産に比べ２万5,800t
（6％）減少した。なお、主食用作付面積に10a当た
り収量を乗じた収穫量（主食用）は41万4,000tとなっ
た。

イ　小麦
平成21年産小麦の作付面積は１万3,800haで、前

年産に比べ100ha（１％）増加した。
10a当たり収量は267㎏で、前年産を59㎏（18％）

下回った。これは、年明け以降の降雨により湿害が
発生するなど生育が抑制されたためである。

収穫量は３万6,900tで、前年産に比べ7,800t（17％）
減少した。

ウ　大豆
平成21年産大豆の作付面積は１万300haで、前年

産に比べ100ha（１％）増加した。
10a当たり収量は92㎏で、前年産を62㎏（40％）

下回った。これは、播種時期の長雨や台風18号の影
響により発芽不良となったためである。

収穫量は9,480tで、前年産に比べ6,220ｔ（40％）
減少した。

エ　茶
平成21年産茶の摘採延べ面積は8,440haで、前年

産に比べ290ha（３％）減少した。

生葉収穫量は３万8,100tで、前年産に比べ5,600t
（13％）減少した。

荒茶生産量は8,180tで、前年産に比べ1,230t（13％）
減少した。

オ　野菜
平成21年産指定野菜の作付面積は１万7,957haで、

前年産に比べ274ha（２％）減少した。
収穫量は64万7,625tで、前年産に比べ３万3,268t

（５％）減少した。
品目別では、キャベツが25万3,000t（前年産に比

べ３％減少）、トマトが８万300t（同７％減少）となっ
た。

出荷量は54万9,084tで、前年産に比べ２万6,924t
（５％）の減少となった。

カ　果樹
平成21年産主要果樹（みかん・りんご・ぶどう・

日本なし・もも・かき・くり）の栽培面積は9,246ha
で、前年産に比べ185ha（２％）減少した。

収穫量（主産県）は10万5,463tで、前年産に比べ
3,212t（３％）増加した。

品目別では、みかんが５万5,300t（前年産に比べ
15％増加）、かきが２万8,800t（同８％減少）となっ
た。

出荷量（主産県）は９万1,918tで、前年産に比べ
2,385t（３％）増加した。

キ　花き
平成21年産花き（主産県）の作付（収穫）面積

は、切り花類が1,747ha（前年産に比べ６％減少）、
鉢もの類が428ha（同10％減少）、花壇用苗もの類
が198ha（同８％減少）となった。

ク　畜産
鉉　乳用牛

平成22年２月１日現在の飼養戸数は690戸で、
前年に比べ43戸（5.9％）減少した。

１戸当たり飼養頭数は68.4頭で、前年に比べ1.7
頭（2.5％）増加した。
鉤　肉用牛

平成22年２月１日現在の飼養戸数は1,400戸で、
前年に比べ30戸（2.1％）減少した。

１戸当たり飼養頭数は85.3頭で、前年に比べ0.7
頭（0.8％）減少した。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　食料自給率向上に向けた取組
鉉　東海地域の自給率向上に向けた推進活動等

東海地域の平成20年度の食料自給率（概算値）
は、カロリーベースで岐阜県26％、愛知県13％、
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三重県43％、生産額ベースで岐阜県48％、愛知県
36％、三重県65％となっている。

そこで、東海農政局では、国民一人一人が食料
自給率を高めるための主体的な行動を起こす契機
になることを目的として、平成22年２月に名古屋
市内で「未来を担う若人とともに食の大切さを考
える」をテーマに、地元の大学と連携し、食品ロ
スの問題や食の大切さを考える「東海地域食料自
給率向上研究会」を開催した。

また、前年に引き続き小学生をターゲットに ｢
サイバーラビットの東海食べ物探険記2010」を発
行したほか、FOOD ACTION NIPPON公開討論
会「食べものづくりから東海は元気になる」を実
施、食料自給率向上への理解をさらに広げる取組
を積極的に行った。
鉤　食料消費面の取組

東海農政局では、食料消費面の取組として「食
育推進基本計画」に基づき、管内の食育関係者と
の連携を図りつつ「食事バランスガイド」の普及
とともに、これを活用した日本型食生活を推進し
ている。また、東海地域の教育ファームメールマ
ガジンを発行するとともに東海地域の教育ファー
ムの取組事例、「教育ファーム推進計画｣ 等の策
定状況についてホームページで紹介している。

米の消費拡大に向けて、学校給食関係者に米飯
学校給食の増加の働きかけを行うとともに、米粉
食品の認知度を向上させるイベントを開催するな
ど、米粉食品の普及を推進している。
鉈　生産面の取組

粗飼料については、東海農政局が事務局を務め
る東海地域飼料増産推進協議会の開催や、現地検
討会・説明会の開催、PR資料の作成・配付等の
取組を通じ、稲発酵粗飼料（平成20年136ha→平
成21年197ha）及び飼料用米（平成20年205ha→
平成21年328ha）の作付面積は伸びており、飼料
作物作付面積は、水田における飼料生産の伸びに
より平成21年度（6,200ha）は平成16年度（6,190ha）
と同水準まで回復している。

一方、濃厚飼料については、東海農政局が事務
局を務める東海地域エコフィード推進協議会が中
心となり、エコフィードの推進、安定的な利用体
制の整備、技術の普及・定着の推進、情報の提供
等を行った。また、東海農政局のホームページに
掲載している「食品残さ飼料化データベース」を
拡充し、食品残さの供給者と利用者のマッチング
を行った。

銕　地産地消の推進
東海農政局は、地産地消の取組を自ら実践する

ため、管内の食材を使用した「地産地消東海べん
とう」を毎月１回東海農政局の食堂で提供してい
る。

また、東海地域から優れた地産地消の取組を実
現するための助言を行う「地産地消の仕事人」が
新たに４人選定された。
鈿　耕作放棄地再生利用緊急対策の取組

食料自給率の向上を目指した、農地の有効利用
のための耕作放棄地の再生利用を目的とした耕作
放棄地再生利用緊急対策が平成21年度から始まっ
た。東海農政局では事業制度の周知とともに管内
市町村に対し事業の取組主体となる地域耕作放棄
地対策協議会の設立要請を実施した。
その結果、本対策の対象となる農振農用地内に

「緑」「黄」の耕作放棄地が存在する市町村105のうち、
59市町村（岐阜県30、愛知県17、三重県12、面積カ
バー率72％）において地域耕作放棄地対策協議会が
設立され、事業活用の体制が整った。

イ　戸別所得補償制度の推進
東海農政局では、平成22年度からスタートする戸

別所得補償モデル対策の円滑な推進を図るため、局
内に戸別所得補償制度準備室を設置し、本省、局内
関係各課、管内関係機関との連絡調整、農業者等か
らの相談対応を行うとともに、管内の市町村等に
チーム員等の職員が出向き、局独自でパンフレット
等を作成した上で、行政担当者、農業者等に同制度
の説明を696回（延べ28千人）行い、制度内容の浸
透を図った。

ウ　食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組
鉉　食の安全に向けた取組

食の安全を確保するため、農薬、飼料及び水産
用医薬品の使用実態調査、農産物のカドミウム等
の有害物質実態調査並びにBSE対策として飼料及
び肥料への危険部位の混入防止措置、牛トレーサ
ビリティ制度の遵守状況等調査、高病原性鳥イン
フルエンザ発生時の協力体制の整備等を行った。
鉤　農業生産工程管理（GAP）の導入

農業生産現場における農産物の安全性確保や環
境保全を図るうえで有効な取組である農業生産工
程管理（GAP）について、指導者の育成及び研
修等の取組を促進した。特に三重県において前年
比3割増と導入が進み、平成22年３月末現在で東
海地域の導入産地数は134産地となった。
鉈　高病原性鳥インフルエンザへの対応
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平成21年２月27日に愛知県豊橋市のうずら飼育
農場で確認された高病原性鳥インフルエンザにつ
いては、４月19日に防疫措置が終了し、７月19日
にOIEの規定により我が国は清浄国に復帰した。

農林水産省では、殺処分した家きん、焼却処分
した卵等に対する手当金や経営維持・再開に関す
る交付金の助成等を行い、発生農家では平成21年
７月からひなの導入を開始し、平成22年４月には
うずらの飼養羽数が殺処分前の水準に回復した。
銕　JAS法に基づく食品表示適正化の推進

東海農政局は、各種団体が開催する食品表示説
明会に出向き、食品表示の重要性や適正な表示の
在り方について普及・啓発を行ったほか、「親子
食品表示パトロール隊」を各県で実施し、様々な
年代層に対して食品表示への関心喚起に努めた。

また、食品企業のコンプライアンス徹底を図る
ため、企業が開催するセミナーに講師を派遣する
とともに、「食品業界の信頼性向上自主行動計画」
策定の手引きを基に社内の取組の点検・検証を行
い、不十分な取組があれば、適宜、「取組方針」
及び「具体的な取組事項」を参考に可能なところ
から実行するとともに、その取組を必要に応じて
外部に公表していくよう要請している。
鈿　消費者への情報提供と意見交換

東海農政局は、「消費者の部屋」を設置し、消
費者相談の受付けやテーマを定めた特別展示、移
動消費者の部屋の開設等情報発信に努めている。
また、地方自治体と連携した市民講座を開催し、
農林水産施策情報の受発信をしている。

さらに、消費者とのコミュニケーションの推進
に向け、消費者・食品関連事業者・行政の三者懇
談会、消費者団体との懇談会、生協との意見交換
会のほか、20歳代〜 30歳代のOL・サラリーマン
や大学生とのコミュニケーションの機会を確保す
るため、夕方から食事をとりながら意見交換を行
うイブニングセミナーを開催した。

エ　農商工連携・地域資源活用の促進
東海農政局と中部経済産業局は、東海地域の資源

を活用した農商工等連携・地域資源活用を推進す
るため、県や関係団体等との連携のもと、新商品の
開発や販路拡大等を支援したほか、農商工等連携
フォーラム等を開催し、情報提供や意見交換等を
行った。

このような支援等を展開し、東海地域では平成21
年度に「農商工等連携事業計画」を18件（平成21年
度末累計37件）、「地域資源活用事業計画」を15件（平

成21年度末累計37件）を認定した。
オ　水田・畑作経営所得安定対策等の取組

東海農政局は、県担い手育成総合支援協議会等と
連携して、市町村等に対し、担い手育成関係事業の
積極的な活用等の働きかけを行うとともに、集落レ
ベルでの「いつでもどこでも担い手相談会」の開催
や水田・畑作経営所得安定対策出張受付等により、
本対策の加入促進を図った。

その結果、東海地域における平成21年の「水田・
畑作経営所得安定対策」への加入者数は1,555経営
体（岐阜県510経営体、愛知県394経営体、三重県
651経営体）となり、前年に比べ12経営体増加した。

内訳は、認定農業者が1,322経営体（岐阜県396経
営体、愛知県384経営体、三重県542経営体）、集落
営農組織が233経営体（岐阜県114経営体、愛知県10
経営体、三重県109経営体）で、集落営農組織の割
合は15.0％であった。

カ　改正農地制度の定着・推進
東海農政局は、平成21年６月24日に、農地の確保

と有効利用を目的とする「農地法等の一部を改正す
る法律」が公布されたことから、農地貸借の規制の
見直し、農地利用集積円滑化団体の設立、農地転用
規制の厳格化や遊休農地対策などについて、県、農
業会議等の関係機関・団体と連携して、ブロック会
議、県説明会等を開催し、制度の定着・推進を図った。

また、農地制度と同時に施行された改正相続税納
税猶予制度について、その周知状況を把握するため
局独自で納税猶予適用者に対しアンケート調査を実
施した。

キ　鳥獣害対策の推進
東海農政局は、「鳥獣による農林水産業等に係る

被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づ
く被害防止計画の作成や鳥獣害防止総合対策事業へ
の取組を推進するため、市町村等に対する現地説明
会を実施した。また、鳥獣被害対策に携わる関係機
関との連携、情報交換を図るとともに、ホームペー
ジやメールマガジン等による情報発信に取り組ん
だ。

ク　バイオマスタウン構想の推進等
市町村が中心となって作成する、地域のバイオマ

ス利活用の全体プランである「バイオマスタウン構
想」は、今年度、岐阜県高山市と三重県名張市が策
定した。その結果、管内では、現在10市町で本構想
が策定され公表されている。

また、農林水産省では、平成19年度からバイオマ
スタウン構想策定の基礎資料ともなるバイオマス
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賦存量調査を市町村の協力を得て実施しており、管
内では、今年度実施した10市町を含め64の市町村

（岐阜県11/42市町村、愛知県25/57市町村、三重県
28/29市町）で実施している。バイオマスタウン構
想の策定に向け、本調査資料の活用が期待される。

（注）「バイオマスタウン」とは、広く地域関係者の
連携の下、バイオマスの発生から利用までが効率
的なプロセスで結ばれた総合的な利活用システム
が構築された地域、またはこれから行われること
が見込まれる地域をいう。
新たなバイオマス・ニッポン総合戦略（平成18年

３月31日閣議決定）では、平成22年を目途に全国に
300程度のバイオマスタウン構想の策定を目標とし
ている。

ケ　農山漁村の活性化
鉉　子ども農山漁村交流プロジェクトの推進

農林水産省、文部科学省、総務省が連携し、小
学生が農山漁村で宿泊体験活動する子ども農山漁
村交流プロジェクトの推進を図るため、受入モデ
ル地域、関係行政機関で構成する「東海子ども農
山漁村交流プロジェクト推進協議会」の設立及び
活動について支援した。
鉤　農山漁村の活性化

農山漁村の活性化に向け地域自ら考えて行動す
る取り組みを支援するため、「農山漁村活性化の
支援窓口」を設置し相談に対応した。

また、「農山漁村活性化法」に基づき、県及び
市町村が「活性化計画」を作成し定住等及び地域
間交流の促進に取り組んでおり、平成21年度まで
に、54市町村で49の計画が作成された。
鉈　農産物直売所の最新情報の発信（HP掲載）

管内の農産物直売所を対象に、最新情報を把握
するためのアンケート調査を実施し、その結果得
られた「おすすめ商品や周辺の観光拠点､ 営業時
間など最新情報」を東海農政局ホームページに掲
載した。（89カ所）
銕　食アメニティコンテストで管内から２団体が大

臣賞受賞
伝統的な食文化の保存や新しい食文化の開発を

表彰する食アメニティコンテスト（第19回（平成
21年度））において、「ビスターリマーム」（岐阜
県郡上市）と「夢古道おわせランチバイキンググ
ループ」（三重県尾鷲市）が農林水産大臣賞を受
賞した。

コ　環境の保全・向上に向けた取組
鉉　環境保全型農業の推進

東海農政局は、東海ブロック環境保全型農業推
進会議において、環境保全型農業推進コンクール
受賞者との意見交換会の開催や環境保全型農業に
係る情報提供等を行い、エコファーマーの認定に
ついて、着実な推進を図った。

結果、東海地域のエコファーマー認定件数は
5,222件となった。

また、東海ブロック有機農業推進委員会を設置
し、東海地域の更なる有機農業の推進に向けて検
討を行った。
鉤　農地・水・環境保全向上対策等の取組

東海農政局は、特色ある取組事例を幅広く活動
組織に情報提供し、地域で創意工夫のある取組が
進むよう支援するとともに、地域住民・消費者に
農業・農村の多面的機能や農地・農業用水等の資
源保全の重要性をホームページを通じて発信し
た。

その結果、東海地域における平成21年度の「共
同活動」の組織数は1,206組織で取組面積は約
６万８千ha、「営農活動」の組織数は136組織で
取組面積は約2,700haとなり、前年度に比べ取組
面積、組織数ともわずかながらいずれも増加した。

なお、平成21年10月に三重県桑名市で「水土里
フォーラム2009in嘉例川〜田んぼの生きもの調査
に行こう〜」を開催した。また、11月には岐阜県
関市で､「水土里フォーラム2009in関市〜秋の農
業体験に行こう〜」を開催し、「出合いは出合い
へ繋がる」の思いのもと、資源保全等の活動を体
験し、大切な「水土里」を守っていくことを考え
る場とした。

サ　輸出促進に向けた取組
東海農政局は、輸出促進ホームページ、東海地域

の輸出パンフレット、加工食品も含めた輸出促進
マップ等の作成をした。

また、輸出普及・啓発活動では、平成19年から毎
年「輸出オリエンテーションの会」を実施し、国内
外のバイヤー 11社を招へいしてセミナー及び商談
会を開催した。さらに地方公共団体、農業団体及
び関係団体との連携強化を図り平成19年に設立した

「東海地域農林水産物等輸出促進協議会」と連携し
た輸出促進のためのセミナーを開催し、東海地域に
おける輸出の弊害となる問題点の提起、解決に取り
組んだ。

シ　花き園芸産地における花育活動
JA愛知みなみ花き連絡協議会（愛知県田原市）

では､ 市内６カ所の小学校で、フラワーアレンジメ
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ント体験教室を実施した。花材には市内で栽培され
たカーネーション等の花を使い、送る人への感謝の
気持ちを込めたメッセージカードも添えている。

ス　農業水利施設の適切な更新・保全管理に向けた取
組

東海農政局は、農業水利施設等の適切な更新・保
全管理のため、ストックマネジメントを実施した。

管内の国営事業で造成した農業水利施設につい
て、平成19年度から平成23年度までの５カ年間に、
すべての施設を対象に機能診断を実施し、機能保全
計画を策定する。平成21年度は国営事業地区６地区
を対象に実施した。

セ　日本まん中まるかじり紀行・ふるさと農林水産
フェアによる取組

農林水産業や農山漁村の文化に触れ、食料等の生
産活動と農作業体験を通じて地産地消の大切さを楽
しく学ぶ場等として、春に「日本まん中まるかじり
紀行」及び秋に「ふるさと農林水産フェア」が中日
新聞社等の主催で開催された。

東海農政局は、両イベントを後援するとともに、
会場に「移動消費者の部屋」を開設し、「手にとっ
て　さとの恵み」をメインテーマに「食料自給率」、

「食育」、「地産地消」、「国内産農産物の消費拡大」、「環
境保全に向けた取組」などの各施策について、パネ
ル展示等を通じて来場者に情報提供を行ったほか、

「消費者相談窓口」を設置し、消費者とのコミュニ
ケーションを図った。

⑷　関係機関との連携強化
地域農政の円滑な推進及び農業施策の促進を図るた

め、東海地域農政懇談会等を開催し、財界、学識経験
者、管内各県、消費者、農業者等と幅広く意見交換を
行った。

また、管内各県、農業関係団体、食品産業団体等と
連携して、シンポジウム・イベントを開催し、各種事
業の普及、農業の多面的機能や資源保全のPR、バイ
オマスの推進等、各種施策の啓発を行った。

⑸　広報活動
管内農業の動向、農政施策の普及浸透を図るため、

「東海食料・農業・農村情勢報告」や各種統計資料を
公表し、管内の農業・農村を紹介するなど、多様な広
報活動を行った。
ア　報道機関等への情報発信と意見交換

報道関係者との連携強化に向けた取組として、記
者会見（１回）、記者懇談会（１回）、プレスリリー
スの発信（93回）、記者へのレクチャー（５回）、報
道関係者現地調査（６月・愛知県下、10月・三重県下）、

記者勉強会（２回）を実施し、報道関係者に迅速か
つ丁寧な情報提供を行うとともに、農業施策に関す
る意見交換等を行った。

イ　ホームページ等による各種情報の発信
東海農政局のホームページは、食料・農業・農村

基本計画、米政策改革、環境政策及び安全・安心
の取組等重要施策情報を正確かつ迅速に掲載したほ
か、東海地域の「話題のスポット」や「旬な農産物」
などを幅広く紹介するニュースレター「食・農ぴっ
くあっぷ」を作成し、毎月始めにホームページへ掲
載した。また、これらの情報とともに、各種シンポ
ジウム・セミナーやイベントの紹介、統計発表等東
海地域に関する情報について、国民の皆さまに向け
て幅広く情報の発信を行った。

ホームページを補完するため、東海農政局メール
マガジン「とうかいほっとメール」を毎月２回（原
則５日、20日及び臨時増刊号）発行し、平成21年度
末の読者数は5,009人と安定した講読者数を維持し
ている。

５　近畿農政局

⑴　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済

平成21年の近畿経済は、前半は低迷したが、後半
は雇用面等に厳しさを残しつつ、後半は緩やかに回
復した。

主要項目別では、生産活動は、中国をはじめアジ
ア地域での需要回復と政策効果により電子部品･デ
バイス、鉄鋼、化学等を中心に持ち直した。

設備投資は、製造業では、薄型ＴＶパネルや電池
関連等において大型投資が継続したが、幅広い業種
で最低限の維持や更新投資に止まり、総じて抑制傾
向にあった。非製造業では、電力、ガス、百貨店等
で計画通りの進捗がみられたが、運輸、不動産で減
少した。一方、環境、エネルギー分野等の研究開発、
海外の新興国（中近東、インド、中国）への投資に
重点を置く企業もみられた。

個人消費は、エアコンの不調や単価の下落により
大幅に減少したが、エコカー減税対象車、エコポイ
ントによりテレビが売れたため一部持ち直した。一
方で雇用情勢の悪化等による買い控え懸念された。
賃金は弱い動きが続き、失業率は高水準であった。

イ　農業経営
平成21年の水田作経営の１経営体当たり農業粗収

益は119万円で、稲作や野菜の販売収入が減少した
ことから、前年に比べ18万円増加した。一方、農業
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経営費は125万円で、農薬費が除草剤を中心に値上
がりしたことなどによって、前年に比べ２万円増加
した。

この結果、農業所得マイナス７万円増加した。
⑵　農業生産の動向

ア　水稲
平成21年産水稲の作付面積（子実用）は11万

500haで、前年産に比べ300ha（0.3％）減少した。
作柄は、６月中旬から下旬が高温・多照に経過し、

生育は促進されたが、７月以降が日照不足であった
こと等から、作況指数98で、10a当たり収量499kg、
収穫量は55万1,800tとなった。

イ　野菜
平成21年産野菜の作付延べ面積は２万5,700haで、

前年に比べ300ha（1.2％）減少した。
うち、指定野菜（11品目、レタス、にんじん、ピー

マン除く）の作付面積は１万3,300haで、前年に比
べ300ha減少した。収穫量は43万8,900t、出荷量は
32万7,100tであった。

ウ　果樹
平成21年産果樹の栽培面積は２万8,700haで、前

年に比べ300ha（1.0％）減少した。
うち、みかんの結果樹面積（主産県：大阪、兵

庫、和歌山）は8,520haで、前年に比べ70ha（0.8％）
減少した。収穫量は20万8,600ｔで、前年産に比べ
１万8,500t（9.7％）増加した。これは、８月中旬か
ら９月下旬にかけて小雨で経過したことから小玉傾
向となったものの、裏年の前年に比べ結果数が大幅
に増加したためである。

かきの結果樹面積（主産県：奈良、和歌山）は
4,670haで、前年に比べ40ha（0.8％）減少した。収
穫量は８万8,200tで、前年産に比べ5,100ｔ（6.1％）
増加した。これは、８月中旬から９月下旬が小雨で
経過したことから、やや小玉傾向となったものの、
結果数が増加したためである。

うめの結果樹面積（主産県：奈良、和歌山）は
5,490haで、前年に比べ９ha（0.2％）減少した。収
穫量は７万3,400ｔで、前年産に比べ1,100ｔ（1.5％）
増加した。これは、果実肥大は前年並みであったも
のの、結果数がやや増加したためである。

エ　畜産
平成22年２月１日現在における家畜の飼養頭数を

みると、乳用牛は３万5,700頭で前年に比べ1,600頭
（4.3％）減少し、肉用牛は９万1,400頭で前年に比べ
1,300頭（1.4％）減少した。これは、飼養者の高齢
化による廃業のためである。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　食料自給率向上のための普及啓発
鉉　「おはようごはんプロジェクト」の取組

近年、学童期における朝食の重要性が再認識さ
れる一方、米の消費量は年々減少傾向にある。

そこで、近畿農政局では、子供達の規則正しい
生活のリズムの確立や健康の推進を図るととも
に、米の消費拡大、更には食料自給率の向上に結
びつけることを目的として、「おはようごはんプ
ロジェクト」を平成19年度から実施している。21
年度は、プロジェクト最終年度として位置づけ、
近畿管内２府４県各１か所において実施した。
１．実施校の概要

①　大津市立逢坂小学校（滋賀県）
実施月日　平成21年12月２日〜４日
対象児童数　378人（全児童）
実施内容
⑴　朝食の重要性についてのミニ講座をプ

ロジェクト前日に学年ごとに実施。
⑵　朝食の提供－プロジェクト参加児童に

対し、おにぎりとみそ汁を提供するとと
もに、パネル等を利用したにミニ食育講
座を実施。

⑶　プロジェクト最終日に、児童の保護者
を対象に、朝食摂取の必要性やごはん食
の効果等を内容とする朝ごはん講座及び
料理講習会を開催。

②　宇治市立平盛小学校（京都府）
実施月日　平成22年１月27日〜 29日
対象児童数　262人（全児童）
実施内容
⑴　朝食の重要性等についてのミニ講座を

プロジェクト実施に先がけて実施（実施
校で対応）。

⑵　朝食の提供－プロジェクト参加児童に
対し、おにぎりとみそ汁を提供するとと
もに、パネル等を利用したにミニ食育講
座を実施。

⑶　プロジェクト終了後、６年生の児童を
対象に、食（朝食を食べること）の大切
さを感じ、少しでも実生活に活かせるよ
うにするための調理実習を実施。

③　大東市立四条小学校（大阪府）
実施月日　平成21年12月２日〜４日
対象児童数　224人（全児童）
実施内容
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⑴　朝食の重要性、おにぎりの作り方等に
ついての講座を、プロジェクト前日にク
ラスごとに実施。

⑵　朝食の提供－プロジェクト参加児童に
対し、おにぎりとみそ汁を提供するとと
もに、パネル等を利用したにミニ食育講
座を実施。

⑶　プロジェクトの感想や朝食の重要性に
ついての感想文の提出を依頼。

④　宝塚市立光明小学校（兵庫県）
実施月日　平成22年１月19日〜 21日
対象児童数　244人（全児童）
実施内容
⑴　朝食の提供－プロジェクト参加児童に

対し、おにぎりとみそ汁を提供するとと
もに、パネル等を利用したにミニ食育講
座を実施。

⑵　プロジェクト終了後、高学年（５〜６
年生）の児童に家庭で実際におにぎりを
作ってみるよう働きかけるとともに、プ
ロジェクトの感想や朝食の重要性につい
ての感想文の提出を依頼。

⑤　奈良市立田原小学校・田原中学校（奈良県）
実施月日　平成21年１月27日〜 29日
対象児童・生徒数　81人（全児童・生徒）
実施内容
⑴　朝食の重要性についてミニ講座をプロ

ジェクトに先がけてクラスごとに実施。
⑵　朝食の提供－プロジェクト参加児童･

生徒に対し、おにぎりとみそ汁を提供す
るとともに、パネル等を利用したにミニ
食育講座を実施。

⑶　プロジェクト実施期間中、中学１年
生を対象に食料自給率に関する講義を実
施。

⑥　海南市立大東小学校（和歌山県）
実施月日　平成22年１月12日〜 14日
対象児童数　92人（５・６年生）
実施内容
⑴　朝食の重要性についてミニ講座をプロ

ジェクトに先がけて実施。
⑵　朝食の提供－プロジェクト参加児童に

対し、おにぎりとみそ汁を提供するとと
もに、パネル等を利用したにミニ食育講
座を実施。

２．実施の効果

①　児童における効果
実施校全てにおいて、日を追うごとに児童

の登校時間が早くなるとともに、おかわりす
る子が増える等、朝食を楽しみにする児童が
増加した。また、朝ごはんを食べても給食（昼
食）を残す等の影響はほとんどなかった。

普段の朝食摂取の実態や取組の効果等を把
握するためにプロジェクト実施後に実施した
アンケート結果では、全ての小学校におい
て、このプロジェクトを通じてごはんが好き
になった児童が数多く見られた。

さらに、「授業に集中できた」、「眠くなく
なった」、「体育の時元気だった」等朝ごはん
の摂取が学力や体力の向上等に効果があるこ
とを裏付ける感想も寄せられた。

②　保護者等における効果
家庭での朝食に対する認識等を把握するた

めに実施した保護者アンケートからは、朝食
の重要性やごはん食の有効性について理解し
ている旨の回答を得たものの、朝、時間がな
い等の理由から実践できていない現状が見ら
れた。しかしながら、今回の取り組みにより、
朝食におけるごはん食の有効性や健全な食習
慣の必要性などに対して再認識したとの感想
も多く寄せられた。

３．フォローアップ事業
「おはようごはんプロジェクト」による取組

の定着・拡大を図るため、近畿管内の学校関係
者等を対象として、学識経験者、先進的取組を
実践する学校関係者及び小学校等における食育
等を支援する企業担当者を招いた学習会「食に
ついて考える運動を学校で実践するために」を
開催し、教育現場での実践に役立つ情報提供等
を実施した。

鉤　米の消費拡大に係る取組
ａ　米を中心とする食生活の普及

朝食やごはん食の推進、バランスのよい ｢日
本型食生活｣ の普及を目的に、農林水産省ホー
ムページやテレビコマーシャル等で展開中の

「めざましごはんキャンペーン」の取組として、
近畿管内の大学や企業の食堂などに「めざまし
ごはんコーナー」を設置し、パネル展示、資料
配付を行った。

また、学校米飯給食推進のため、市町村に出
向き、21年度補正予算での米飯学校給食回数増
加支援事業（炊飯器事業）や政府米の無償交付
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制度の説明と合わせ、米飯・米粉パン給食回数
増加について働きかけを行った。

なお、平成20年度米飯給食の週平均実施回数
は全国で3.1回（19年度3.0回）となり、近畿管
内の各府県では2.6 〜 3.7回と増加傾向を示して
いる。

ｂ　「新たな米粉食品」の普及拡大に向けた取組
近畿農政局では、全国に先駆けて平成14年に

設立された「近畿米粉食品普及推進協議会」と
連携し、平成21年度には、①食品製造販売者・
消費者などを対象として、「米粉食品のさらな
る普及に向けて〜米粉まつり2009 〜」を開催
し、シンポジウム、米粉食品の試食・販売、米
粉料理調理教室等を実施、②パン販売業者・道
の駅の加工業者等を対象とした技術普及の取組
として「米粉パン製造技術講習会」を開催した。

また、米粉用米の需要拡大を図るため、平
成22年１月京都市において「米粉マッチング
フォーラム」を開催し、今後の生産者と実需者
との結びつきの促進を図るとともに、平成22年
３月長岡京市において、学校給食への米粉の活
用を普及するため、米粉を使った給食メニュー
の講習会を栄養教諭・栄養職員を対象に開催し
た。

近畿各地で新たな米粉パン・ケーキの販売店
の増加がみられ、消費者団体、地域栄養士会等
による、米粉パン・ケーキや米粉料理の調理講
習会、近畿管内の道の駅や直売所等では、地元
産米を使用した定期的な米粉パン教室の開催、
一部の市町村では、地場産米を利用した米粉パ
ン学校給食の取組等がみられた。

イ　消費者の信頼と食の安全の確保
鉉　食品表示の監視体制の強化

農林水産消費安全技術センター等との連携の
下、JAS法に基づき、食品表示について一般調査
及び特別調査を実施した。
「食品表示110番」に寄せられた情報等3,807件

のうち、疑義情報として取り扱う情報提供につい
ては、任意調査等を行った。　　　　　　　　　
　JAS法に基づく改善の指示を行ったものは３件
あった。
鉤　トレーサビリティによる消費者の信頼確保

牛トレーサビリティ制度の適切な運用を図るた
め、生産段階については、耳標の装着や、各種届
出の状況等について立入検査を2,400回実施する
とともに、耳標の装着等が不十分な管理者に対し

て指導を行った。流通段階では、食肉販売業者等
に対して帳簿の備付けや個体識別番号の表示・伝
達の状況について立入検査（4,939回）及びDNA
鑑定用の牛肉サンプルの採取（1,588検体）を実
施するとともに、個体識別番号の表示、伝達等が
不十分な業者に対して指導を行った。
鉈　消費者行政の展開

平成21年度の消費者等からの相談件数は2,146
件であり、内訳は「表示」に関するものが49％と
一番多く、次に「資料要求」が13％となっている。

また、「消費者の部屋」として庁舎内外におい
て193回の展示を実施した。特に本年度は、「自由
研究の題材を見つけよう」をテーマとした「夏休
み子ども消費者の部屋」を開催した。

さらに、食に関する安全行政推進の一環とし
て、消費者等にわかりやすい情報提供に努め、食
品の安全性確保等に関する意見交換を行うリスク
コミュニケーションやセミナーを4回開催した。

ウ　農業の体質強化と持続的な発展
鉉　水田・畑作経営所得安定対策

ａ　加入経営体
水田・畑作経営所得安定対策の21年産の加入

申請経営体数は、認定農業者1,880経営体（対
前年比101％）と集落営農組織666経営体（同
98％）を合わせて2,546経営体（同１％増）となっ
た。

21年産の加入申請については、府県及び関係
機関との連携により、地域水田農業ビジョンの

「担い手リスト」から加入が可能な経営体にター
ゲットを絞り、出張受付・相談会の開催などに
取り組んだが、20年産において、新たに創設さ
れた市町村特認を活用し、地域の担い手として
営農に取り組み、対策に加入したいという者は
ほぼ加入したと考えられることから21年産は20
年産のような大幅な増加はなかった。

また、加入申請経営体数に対し、集落営農組
織の占める割合は26％となり全国（７％）に比
べて高く、滋賀及び兵庫を中心に集落営農の取
組が進んでおり、前年より２％減少したのは、
主に法人化した集落営農組織があったことによ
る。

ｂ　作付予定面積
対策へ加入した経営体の21年産の作付予定面

積は、米が1万5,620ha（対前年比106％）、４麦（小
麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）が１万１
ha、（対前年比107％）、大豆が5,939ha（対前年
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比108％）となった。
鉤　米政策改革推進対策の推進

ａ　生産調整の実効性の確保
平成21年産の生産調整の実効性確保のため、

新規需要米・加工用米の推進や目標配分・作付・
収穫段階の取組状況に応じた適切な指導を行う
とともに、前年産の未達成の大阪府、奈良県、
和歌山県については、関係団体・機関と協議の
上、確認書の締結を行った。

この結果、近畿全体としては、生産調整は前
年より拡大した。府県別には、和歌山が新たに
達成県となり、大阪と奈良では過剰作付は前年
より解消された。

また、「水田最大活用」のため20年産の生産
調整実施者で21年産も生産調整を実施すること
を約束した農業者に対し、20年産の主食用水稲
作付け面積に応じ、10ａ当り３千円の一時金を
交付する20年度補正予算（127万ha分381億円）
が計上され、近畿農政局では、27億４千万円を
交付決定し、各府県水田協議会を通じ農家へ交
付した。

豊作による過剰米を適切に処理するための
「集荷円滑化対策」は、20年度は全国の作況指
数が102（近畿各府県とも101以上）となったた
め、３年ぶりに発動されたが、21年度は98とな
り発動されなかった。

ｂ　水田の最大限の有効活用
21年度においては、水田等を最大限有効活用

して自給率の向上を図るため、産地確立交付金
とは別に、麦、大豆、飼料作物、米粉用米・飼
料用米の作付拡大を支援する水田等有効活用促
進交付金が創設された。

さらに、麦、大豆、飼料作物、米粉用米・飼
料用米等の需要に応じた生産拡大を図るため、
地域の計画の下で地域・生産者がまとまって実
施する、①実需者との連携活動、②品質向上活
動、③物流効率化活動、④環境・安全活動等に
対して支援を行った。
また、米粉用米や飼料用米等の需要に応じた生

産拡大を図るため、22年１月には米粉用米、２月
に飼料稲のマッチングフォーラムを開催し、その
取組を支援した。

エ　農山漁村地域の活性化
鉉　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

平成19年８月に「農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進に関する法律」が施行

された。本交付金は、この法律に基づき、市町村
が作成する活性化計画の実現に必要な施設整備を
行うものである。

近畿管内では、68地区（全国743地区）において、
地域の自主性と創意工夫による取組に対する支援
措置である「農山漁村活性化プロジェクト支援交
付金」を活用して、体験交流施設整備、廃校・廃
屋等の改修及び情報通信基盤整備等、地域活性化
に向けた取組を行った。
鉤　地方の元気再生事業

平成19年11月に内閣官房地域活性化統合本部会
合において了承された「地方再生戦略」に基づき、
平成20年度「地方の元気再生事業」が創設された。
本事業は、案件毎に最も関係のある省庁が提案者
と契約を締結し、取組の支援を実施するものであ
る。

近畿管内では、６地区（全国287地区）において、
定住サポートの実施、農業体験イベントの実施、
情報発信ネットワークの構築及び商品開発等、地
方再生に向けた取組を行った。
鉈　農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事

業
本事業は、地域住民、都市住民、NPO、企業

等の多様な人材を地域づくりの担い手として捉
え、農山漁村にある有形無形の地域資源を発掘し、
それらを活用した地域づくりを支援することで持
続可能で活力ある農山漁村の実現を目指し、平成
20年度に創設された。

近畿管内では47地区で事業に着手しており、持
続可能で活力ある農山漁村の実現に向けたテー
マ、目標を定める「ふるさとづくり計画」の作成
や、計画に基づく実践活動に取り組んだ。12月に
は「地方研修会」が兵庫県姫路市で開催され、全
国の地域協議会から多数の方の参加があった。
銕　都市と農山漁村の共生・対流の促進

都市と農村が近接する近畿管内は、都市と農山
漁村の間でお互いの魅力を享受できるような関係
を築き、「人・もの・情報」の循環を活発化させ
ることによって、都市住民に「ゆとり」や「やす
らぎ」を提供するとともに、農山漁村地域におけ
る産業の振興や雇用の創出等活性化を図ることが
重要な課題となっているため、近畿管内の都市農
村交流の取組を行っているNPO法人や関係団体
と連携し、都市と農村の共生・対流の促進に取り
組んできた。

平成21年度は、各種イベントにおいてパネル展
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示等を行ったほか、農園杉・五兵衛（大阪府枚方
市）等において、都市農村交流関係者を対象とし
て現地研修会を開催した。
鈿　農地・水・環境保全向上対策

対策の３年目に当たる平成21年度は、取組地区
数、取組面積ともに増加しており、取組が順調に
進展している。

共同活動では、近畿地域の取組状況は、地区数
3,293（全国1万9,514）、取組面積10万3千ha（全国
142万5千ha）となっており、取組面積の農振農
用地に占める割合は、約55％（全国約35％）となっ
ている。

また、近畿地域における取組面積を府県別にみ
ると、滋賀33％、京都14％、兵庫45％の３府県で
９割以上を占めている。また、取組地区数でもこ
の３府県で同様に９割以上を占めている。

これを農振農用地に占める割合でみると、滋賀
67％、京都57％、兵庫75％となっている。地目面
積別でみると水田が９割以上を占めている。

営農活動では、近畿地域の取組状況は、活動組
織数742（全国2,858）、取組面積（先進的営農支
援の支援対象面積）１万３千ha（全国７万５千
ha）となっており、全国における面積割合は約
17％、組織数割合は約26％と高い割合を占めてい
る。

また、共同活動に占める面積割合は、近畿平均
で約12％となっている。取組面積を府県別にみる
と、環境保全型農業への取組が進んでいる滋賀が
近畿地域の約９割を占めている。作物別には水稲
の取組が多く（全体の82％）、次いで麦・豆類が
13％となっている。
鉋　鳥獣害対策の展開

近年、鳥獣による被害は、農林水産業に関する
被害だけではなく、人身に対する被害や鳥獣を原
因とする交通事故の発生など、中山間地域等を中
心に全国的に深刻化している。近畿農政局では、

「近畿地域野生鳥獣対策連絡協議会」を設置し、
国及び府県の農業･林業・環境関係部局、試験研
究機関が連携して、近畿管内の野生鳥獣の適切な
保護・管理・被害防止対策のあり方について検討
を行った。また、「鳥獣被害防止総合対策交付金」
が、都道府県への「交付金」となり、地域の自主
性・裁量を高くする見直しが行われたため、近畿
管内各府県担当者会議を開催した。一方、地域の
取組として、捕獲したシカ･イノシシを食肉加工
施設で処理し、「ジエビ料理」の普及に努めている。

オ　バイオマス利活用の加速化
鉉　地域の創意工夫によるバイオマス利活用の推進

近畿農政局では、地域に眠る未利用のバイオマ
スの賦存量や国産バイオ燃料の製造利用に関する
意向を把握するなど、農林水産業を通じた地球環
境保全を総合的に促進することを目的とした「平
成21年度地域における環境バイオマス総合対策調
査（近畿地域調査事業）」を実施した。

その取組の一つとして、各地域におけるバイオ
マスの利活用状況を踏まえ、原料供給者、燃料製
造業者、製品利用者等の地域のバイオマス関係者
に対し、バイオ燃料等の利活用の推進に向けた地
域説明会を開催するとともに、製造・利用等に係
る課題解決や推進に向けた調査を実施し、地域の
バイオ燃料等の利活用の底上げを図った。
鉤　バイオマス利活用の取組支援

近畿管内におけるバイオマスタウン構想は、新
たに12市町村が策定し、平成21年度末現在で策定
市町村数は26市町村となった。

地域バイオマス利活用交付金のソフト事業で
は、バイオマスタウン構想策定５市町、バイオマ
スタウン構想の実現・実践６市町等について支援
を行い、ハード事業では、２市において新技術等
の実証に係る施設の整備を支援した。

また、広域連携等バイオマス利活用推進事業、
ソフトセルロース利活用技術確立事業、バイオ燃
料地域モデル実証事業等、地域の特性を活かした
取組を実施している。

カ　農林水産物等の輸出促進の取組
鉉　輸出促進に向けた体制強化

我が国の高品質な農林水産物・食品の輸出を一
層促進するため、平成19年に設置した近畿地域農
林水産物等輸出促進協議会（以下、「近畿輸出協
議会」という。）を21年６月に開催し、21年度の
行動計画について協議を行うとともに、委員から
の取組報告や輸出戦略に関する意見交換等を実施
した。また、22年３月には、近畿輸出協議会幹事
会を開催し、TopWealLimitedの北谷氏による「香
港の日本食品事情」に関する講演のほか、神戸植
物防疫所の見学等を実施した。
鉤　近畿産の輸出促進に向けた展開

ａ「農林水産物・食品輸出オリエンテーションの
会」の開催

平成21年9月にオリエンテーションの会の準
備として「輸出心得セミナー」を開催し、商談
会の参加に向けた具体的な実務に関するセミ
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ナーを開催した。10月には、大阪市内のホテル
において輸出に意欲のある農林水産業者、食品
関連事業者、国内外バイヤー等約100名の参加
のもと、「農林水産物・食品輸出オリエンテー
ションの会」を開催した。

経済環境の変化と輸出に関する講演を含むセ
ミナーのほか、商談会では国内外のバイヤーと
輸出意欲のある22団体の事業者等との会合を行
い、産品発掘会では、バイヤーの他、在日外国
人も加わり、近畿で製造された様々な加工品等
の積極的なPRや意見交換がされ、大変有意義
な会となった。

ｂ　関西の豊かな食彩を世界へ発信
近畿農政局主催により、平成21年５月に「関

西の食と農」をテーマとした「関西領事館フォー
ラム」（関西にある国の出先機関と19カ国の在
関西総領事館との関係強化を図り、関西から内
外に向けた情報発信体制を整備することを目的
として、20年10月設置）を開催するとともに、
関西ツアーとして京都の茶園視察や茶文化を紹
介し、「関西ブランド」を世界に向けて発信した。

21年４月〜５月にかけて、（社）関西経済連
合会、近畿経済産業局等と連携し、日本最大の
食の祭典である「‘09食博覧会」に出展し、関
西食材のポスター掲示や日本食、輸出施策に関
するパンフレットを配布し、国内外からの来場
者に広くPRした。

⑷　関係機関との連携強化
地域農政の円滑な推進を図るため、報道関係者との

懇談会、関西経済会との意見交換会、近畿地域農政懇
談会（消費者、生産者、経済界、報道関係者等で構成）、
近畿管内各府県部長会議、近畿管内各府県生協連協議
会等との懇談会を開催し、幅広く意見交換を行った。
また、近畿に所在する様々な国の出先機関が共通の目
標（ビジョン）の実現に向けて連携し、時代に対応し
た活力ある近畿を創出することを目的とする「近畿広
域戦略会議」に参加した。

⑸　広報活動
近畿食料・農業・農村情勢報告及び各種統計資料等

を公表したほか、ホームページ（トップページアクセ
ス件数約18万件）による、政策情報、統計情報、イベ
ントの開催情報の提供をはじめ、施策に対する意見募
集等インターネットを活用した情報の受発信を行って
いる。国民の利便性向上のため、利用者別メニューの
作成、双方向システムの整備等ホームページの改善を
実施した。また、同年度から農林水産省広報誌affの

特集に関連した近畿の情報を取りまとめたaff近畿を
作成し、掲載している。メールマガジン「近畿農政局
アグリレター」については、農政の動きやイベント情
報、意見募集等を21年10月より月２回配信し、よりタ
イムリーな情報提供に努めた。さらに、インターネッ
ト以外にも、情報紙「新鮮mini情報」ラジオ放送「近
畿農政局だより」を活用した情報の発信を行っている。

６　中国四国農政局

⑴　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済

平成21年の中国四国の経済は、全体としては横ば
い傾向から弱い動きへと推移した。

企業の業況は、総じて、弱い動きから厳しい状況
へと推移した。

生産は、横ばいで推移していたが、年度末は急速
な低下となり、企業の設備投資は低調に推移し、減
速感が拡大した。

雇用情勢は、前半は横ばいで推移したが、秋以降
は低下傾向で推移した。

個人消費は、業種によりばらつきが見られるもの
の全体的には低調に推移した。

イ　農業経営
平成21年の個別経営（販売農家1戸当たり平均）

の状況をみると、農業粗収益が314万円、農業経営
費が232万円、農業所得が82万円であった。

総所得は440万円で、総所得の構成をみると、農
業所得が19％、農外所得が31％、年金等の収入が
50％となっている。

全国農業地域別の個別経営をみると、農業所得は
中国地域が82万円、四国地域が83万円、総所得は中
国地域が453万円、四国地域が419万円であった。

総所得のうち農業所得の占める割合は、中国地域
が18％、四国地域が20％となっている。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲

平成21年産水稲の作付面積は17万4,900haで、前
年産に比べ600ha（前年産対比0.3％）減少した。

収穫量は87万8,700ｔで、前年産に比べ４万1,300t
（同4.5％）減少した。これは、作付面積が前年産に
比べて減少したことと、10a当たり収量が前年産を
下回ったためである。

作柄は作況指数99で、10a当たり収量は502kgで
あった。

全国農業地域別にみると、中国地域は作況指数
99、10a当たり収量512kg、四国地域は作況指数
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100、10a当たり収量483kgとなった。
イ　麦

平成21年産４麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸
麦）の子実用作付面積は8,280haで、前年産に比べ
40ha（同0.5％）減少し、収穫量は２万2,700tで、前
年産に比べ8,800t（同28％）減少した。

作柄は、小麦が平均収量対比74、二条大麦が88、
六条大麦が88、裸麦が75で、10a当たり収量はそれ
ぞれ246kg、330kg、178kg、258kgであった。

ウ　野菜
平成21年産指定野菜14品目のうち、ほうれんそ

うの作付面積は2,230haで、前年産に比べ40ha（同
２％）減少した。収穫量は２万4,400tで、前年産に
比べ1,100t（同４％）減少した。

ねぎの作付面積は2,430haで、前年産に比べ20ha
（同１％）減少した。収穫量は４万2,400ｔで、前年
産に比べ1,400ｔ（同３％）減少した。

たまねぎの作付面積は1,420haで、前年産に比べ
110ha（同７％）減少した。収穫量は４万9,200tで、
前年産に比べ9,100t（同16％）減少した。

トマトの作付面積は1,110haで、前年産に比べ
10ha（同１％）減少した。収穫量は４万8,700tで、
前年産に比べ１千t（同２％）減少した。

エ　果樹
平成21年産みかんの主産県（広島県、山口県、徳

島県、香川県、愛媛県、高知県）計の結果樹面積は
１万2,900haで、前年産に比べ500ha（同４％）減少
した。収穫量は25万7,200tで、前年産に比べ２万7,700
ｔ（同12％）増加した。

日本なしの主産県（鳥取県、広島県、徳島県、香
川県）計の結果樹面積は1,510haで、前年産に比べ
40ha（同３％）減少した。収穫量は３万2,200tで、
前年産に比べ2,800t（同８％）減少した。

ぶどうの主産県（鳥取県、島根県、岡山県、広島
県、香川県、愛媛県）計の結果樹面積は2,200haで、
前年産並みとなった。収穫量は２万6,500tで、前年
産に比べ800t（同３％）減少した。

オ　花き
平成21年産の花き（主産県）の作付（収穫）面積

は、切り花類が1,710ha、鉢物類が49ha、花壇用苗
もの類が80haであった。

カ　畜産
平成22年２月１日現在の乳用牛の飼養戸数は

1,640戸で、前年に比べ150戸（対前年比8.4％）減少
し、飼養頭数は７万7,600頭で、前年に比べ2,800頭

（同3.5％）減少した。１戸当たり飼養頭数は47.3頭で、

前年に比べ2.4頭（同5.3％）増加した。
肉用牛の飼養戸数は5,360戸で、前年に比べ420戸

（対前年比7.3％）減少し、飼養頭数は20万7,600頭で、
前年に比べ3,600頭（同1.7％）減少した。

1戸当たり飼養頭数は38.7頭で、前年に比べ2.2頭
（同6.0％）増加した。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　地域との対話等農業施策への理解を深める取組

地方公共団体や各界各層との意見交換等を通じて
互いの意思疎通を図りながら、「国民参加型農政」
を展開するとともに、情報の収集・蓄積及びその活
用により、地域の実態に根ざした施策の円滑な推進
を図った。

特に本年度は、農政改革三対策（水田経営所得安
定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全
向上対策）の一体的な推進に向け、集落営農法人の
リーダーや大規模生産者との意見交換会、農山漁村
活性化を図るため、地域住民等との意見交換会を開
催するなど、農政局幹部が地域に直接出向き、積極
的な周知活動を行い、理解の促進を図った。

イ　意欲ある担い手の育成・確保
管内における認定農業者数は、平成21年３月末現

在で２万1,585（うち法人1,538）経営体と全国24万
6,026（うち法人１万3,250）の8.8％を占めており、
主業農家に占める割合は、全国が57.3％であるのに
対し、中国・四国地域は50.4％と低い状況にある。

また、農業経営の法人化は、経営の明確化、取引
上の信用力の向上等、経営上のメリットが大きく、
効率的かつ安定的な農業経営の確立に向けて有効で
あるところ、平成22年１月１日現在の中国・四国地
域における農業生産法人数は1,440法人であり、前
年に引き続き大幅な増加となっている。

さらに、近年、農業生産法人制度や特定法人貸付
事業（農業生産法人以外の法人に農地の権利取得
を認める、いわゆる「リース特区」の全国展開）を
活用して農業経営に参入する法人が増加している。

「リース特区」は、平成17年９月１日、「農業経営基
盤強化促進法等の一部を改正する法律」により、特
定法人貸付事業として全国展開されたところである
が、平成21年９月１日現在、105法人が遊休農地を
中心に278.1haの農地を借受け農業経営に参入して
いる。

新規就農者は､ 平成７年までは300人台で推移し
ていたが、10年以降おおむね600人前後で推移して
いる｡その内訳をみると、新規学卒就農者が100人台、
Ｕターン就農者が300人台で推移していたが、新規
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参入者（農業外からの就農者）が平成20年には前年
の100人台から200人台へと増加した。依然としてＵ
ターン就農者の割合が多い中、近年、新規参入者が
増加傾向にある。

岡山地域での農業分野における障害者の雇用を促
進するため、福祉、保健、労働、農業の各部局が
連携した横断的な取組及び取組支援を行う組織とし
て、「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」

（略称「岡山障害者雇用促進ネット」事務局：農政
局経営支援課）が平成21年３月10日に発足した。「岡
山障害者雇用促進ネット」では、農業分野における
障害のある人の雇用への理解を深めるため、「第１
回セミナー」を平成21年７月に開催した。また、農
業分野における障害者の雇用促進を啓発するための
パンフレットの作成、配布などの普及・啓発活動を
行った。

中国四国農政局では、関係各方面と連携して、「第
35回中国四国地域農山漁村女性の集い｣（平成21年
８月高知市）や「中国四国地域農山漁村女性起業者
研修会」（平成21年10月岡山市）等を開催するなど
女性の社会参画の拡大に向けて普及啓発を図った。

農政局においては、個別の農業経営の現状を踏ま
えつつ、「担い手アクションサポート事業」等の担
い手支援施策を活用して、関係機関と連携しつつ、
認定農業者をはじめとする担い手の経営基盤の確立
と経営の更なる発展等を支援している。

水田経営所得安定対策の平成21年産の加入申請
については、3,590経営体（うち、認定農業者3,292、
集落営農組織298）からの申請があり、前年と比較
すると141経営体（うち、認定農業者139、集落営農
組織２）の増加となった。

また、品目別の作付計画面積は米２万2,537ha、
４麦8,052ha、大豆2,839haとなり、前年と比較する
と米1,405ha、４麦109ha、大豆25haの増加となった

中国四国農政局では、局・農政事務所独自パンフ
レットの作成・配布、ホームページへの広報記事の
掲載等を通じて、対策の周知徹底を図るとともに、
農業者の利便を図るため、市町村、JA、普及組織
等と連携して加入申請受付時には出張受付・出張説
明会等を実施した。

ウ　米政策改革の着実な推進
平成21年産米については農業者・農業者団体によ

る主体的な需給調整が行われる中で、「水田最大活
用推進緊急対策」や「水田等有効活用促進交付金」「需
要即応型水田農業確立推進事業」などを活用して需
給調整の実効性確保に向けた取組を推進することと

なった。
管内においては、管内各県・各地域の水田協議会

と連携して上記各種対策を活用した加工用米・新規
需要米の拡大推進に取り組んだ。

また、特に恒常的な過剰作付け県（岡山県・徳島
県・高知県）に対しては、県段階において生産調整
の達成に向けて合意書の締結や、農政局・農政事務
所幹部が当該首長やJA組合長に対して要請行動を
行った。

その結果、主食用作付面積は岡山県で100ha、徳
島県で200ha、高知県で100ha減少し、主食用米か
ら非主食用米への作付転換が図られ、一定の成果が
見られた。

エ　農地・水・環境保全向上対策の推進
農業生産にとって最も基礎的な資源である農地・

農業用水等の保全向上に関する地域ぐるみでの効果
の高い共同活動と、農業者ぐるみでの環境保全に向
けた先進的な営農活動を、総合的・一体的に支援し、
これらの活動を通じて地域の振興に資することを目
的とし、平成19年度より実施している。平成21年度
は2,500の活動組織が設立され（うち営農活動に関
して241）、約10万ha（同約３千ha）の取組が行わ
れた。

また、中国四国農政局消費者の部屋において管内
の代表的なモデル地区の活動事例・環境保全型農業
のパネル及びパンフレット等を展示した。さらに、

「協働による農山村づくりシンポジウム2009（主催：
鳥取県農地・水・環境保全協議会／鳥取県共催：農
林水産省中国四国農政局）」では、農地・水・環境
保全向上対策の事例発表などのイベントを開催し、
活動組織の情報共有と活性化を図った。
鉉　耕作放棄地再生利用緊急対策の推進

国内の食料供給力を強化するため、農地の確保
と有効活用を図ることが重要であり、「経済財政
改革の基本方針2008」において「農業上重要な地
域を中心に耕作放棄地を解消」する旨が掲げられ
た。

これを踏まえて、平成21年度予算において耕作
放棄地を再生利用する取組やこれに附帯する施設
等の整備、農地利用調整、営農開始後のフォロー
アップ等の地域の取組を総括的・包括的に支援す
る「耕作放棄地再生利用緊急対策」（以下「本体策」
という。）が盛りこまれた。

農政局では、管内全９県及び112市町村に対し、
本対策内容の説明会や取組要請活動を実施し、平
成21年度中には、９県協議会及び165地域協議会
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が設立され、体制整備がなされるとともに、75地
区で、耕作放棄地の再生作業（159ha：うち実証
ほ場設置46ha）や土壌改良、施設の整備、営農
再開が取り組まれた。
鉤　中山間地域等直接支払制度の推進

中山間地域等は流域の上流部に位置することか
ら、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん
養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、
下流域の都市住民を含む多くの国民の生命・財産
を守り、豊かなくらしを実現する上で大きな役割
を果たしている。

しかしながら、平地に比べ自然的・経済的・社
会的条件が不利な中山間地域等では、過疎化・高
齢化の進行による耕作放棄の増加等により、農業
生産力と多面的機能が低下し、国民全体にとって
大きな損失が生じることが懸念されている。

このため、担い手の育成等による農業生産活動
の継続による多面的機能を確保することを目的
に、国民の理解の下に中山間地域等直接支払交付
金を交付している。

平成21年度の管内９県の実施状況は、対象農用
地を有する178市町村の98％に当たる174市町村、
協定数で9,026協定、交付面積で９万5,476haで交
付金が交付され、農業生産活動等を行うことによ
り適正な農用地の維持・管理が行われている。

農政局では、制度の普及・推進のための局独自
のリーフレットを作成し関係者に配布しており、
また、平成21年度の管内９県の実施状況や事例等
を取りまとめ、その概要を農政局のＨＰに掲載し
ている。

オ　食の安全及び消費者の信頼確保の取組
鉉　リスクコミュニケーションの円滑な推進等

食品安全の科学的な考え方の基本について一般
消費者の方の理解を深めていただくため、「食品
の安全とリスクに関するセミナー」を松江市及び
徳島市で開催した。

また、消費者団体等との懇談会を管内各地で49
回実施した。

一方、消費者等への食の安全に関する正しい知
識の普及と施策に対する意見の聴取を目的に、「食
と農の知っ得講座」（食品安全、食品表示、農薬、
食事バランスガイドなど８種類）を515回（延べ
１万４千人）開催した。
鉤　食品表示の適正化

ａ　表示制度の普及啓発
食品表示を巡る動きやJAS制度について広く

消費者や関係事業者に理解してもらうため、食
品表示セミナー（200回）や本省委託事業であ
る食品表示適正化技術講座（４か所８回）を開
催した。

さらに、本年度より中国四国における「フー
ドチェーン食品表示信頼性向上プロジェクト」
の一環として、コンプライアンス意識の強化を
図る「食品表示特別セミナー」を鳥取、岡山、
香川、高知各県で計７回開催した。

ｂ　表示状況の監視
一方、小売店舗や中間流通業者における表示

状況を監視するため、職員が日常的に小売店舗
等を巡回して調査を実施した（約5,700店舗）。

また、特に消費者の関心の高い品目であるそ
ば加工品（310店舗）及び精米等（平成21年産
袋詰）について、表示の真正性の確認調査や
DNA分析等、科学的手法を用いた特別調査を
実施した。

さらに、管内10か所に設置している「食品表
示110番」等を活用し、広く一般消費者等から
情報提供を受け付けた。

これら各種の調査や一般消費者等からの情報
提供により表示違反の疑いが生じたときは、立
入検査等を実施し、表示違反が確認された場合
にはJAS法に基づく指示等（平成21年度は管内
業者に対して19件（大臣指示３件、消費・安全
局長指導１件、中国四国農政局長指示３件、県
知事指示12件）の指示等が行われた。）の措置
を行った。

ｃ　関係機関との連携
中国・四国地域における食品表示関係行政機

関等が互いに情報・意見交換を行うため、平成
20年５月に発足した「中国四国地域食品表示監
視連絡会議」を２回開催した。また、国土交
通省中国運輸局及び四国運輸局の参加を得て

「JAS法と倉庫業に関する中国四国地域連絡会
議」（１回）を開催するなど、国の関係機関と
の情報・意見交換を行った。各県ごとにも「食
品表示監視協議会」を開催し、県警本部を含む
関係機関との連携強化、情報の共有化を推進し
た。

鉈　農畜水産物の安全確保に向けた取組
ａ　農薬等の使用状況等の調査点検等

農薬や飼料添加物などの適正使用を推進す
るため、生産者に対して農薬の使用状況等調
査（704件）、家畜飼養農家に対する飼料使用状
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況等調査（162件）、並びに養殖魚家に対する
水産用医薬品使用状況等の調査（225件）を通
じた点検･指導を実施した。また、食品安全を
確保する一環としてのGAP手法（農業生産工
程管理手法）を普及するため、パンフレット、
GAP手法のモデルとなる「基礎GAP」の配布
及び実践支援を行うための「GAP手法導入マ
ニュアル」の周知を行った。

ｂ　高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）への対
応

管内におけるHPAI発生に備え、①HPAIに
関する知識を深めるため、防疫服着脱訓練を含
めた講習会、②HPAIの発生を想定した緊急時
初動対応訓練を行った。

ｃ　牛トレーサビリティ制度の普及
牛の個体識別情報への信頼を確保するため、

牛管理者等に対する立入検査（5,725件）、販売
業者等に対する立入検査（4,722件）及び市販
の国産牛肉のDNA鑑定を行うとともに、鑑定
結果を踏まえた検査・指導を実施し、本制度の
適切な運営に努めた。

カ　食育の推進
食事バランスガイドの普及と教育ファームの促進

に重点をおいて取組を行った。
食事バランスガイドの普及では、世代別に働きか

けを実施し、特に若年層への普及・啓発を目的とし
て大学生を対象にした食事バランスガイドの実践体
験及び食生活に関するアンケート調査を実施した。

教育ファームの促進を図るため、農業体験活動実
践者、消費者、行政関係者など参加のもと、「教育
ファーム意見交換会」を管内８県で開催した。

また、「中国四国食育ネットワーク」の会員の活
動を農政局ホームページで紹介するとともに、会員
のイベント情報や食育に関する情報などをメールマ
ガジン等により発信している。（平成22年３月末会
員数：179人）

キ　農林水産物・食品の輸出促進の取組
農政局では、管内の県、ジェトロ、国の地方支部

局等の参加のもと「中国四国地域農林水産物等輸出
促進協議会幹事会」を開催（平成21年６月４日）し、
当該協議会の輸出促進に向けた活動方針を決定する
とともに、関係機関の取組状況についての報告や今
後の取組に向けた意見交換を行った。

輸出意欲のある生産者や食品事業者を対象に、「輸
出オリエンテーションの会」を開催（平成22年１月
25日岡山市）し、アジアの最新のマーケット情報を

テーマにしたセミナーを開催するとともに、展示・
商談会を実施した。

また、東アジアを中心とした最新のマーケット情
報をテーマにしたセミナー（平成21年12月11日徳島
市）、シンガポールの最新の消費動向をテーマにし
たセミナー（平成22年３月３日松山市）を開催した。

ク　豊かで住み良い農村地域の振興
農商工連携の推進のため、農政局として農林水産

業関係者向けの独自の啓発用リーフレット等を作成
し、配布した。

また、平成20年度に実施したアンケート調査結果
を基に、意欲的な88法人等に出向き農商工連携につ
いて説明・相談等を行った。

さらに、農政局内で日頃の業務等を通じてＰＲや
認定案件の発掘等に繋がる活動を行うために設置し
ている「農商工連携等推進員」に対し、資質向上の
ため研修を行った。

中国及び四国経済産業局と連携し、平成21年度に
おいて26件（中国16件、四国10件）の「農商工等連
携促進法」に基づく事業計画認定を行うとともに、
関係機関と連携し、合同会議やブロック協議会を開
催するなど一体となった取組の推進を図った。また、
商談会や販売促進会、農業者と中小企業者がお互い
の現場を訪れ現地見学や意見交換を行う交流会を開
催するなど、農商工連携の促進を図った。

また、各地域の「強み」である農林水産物等の地
域産業資源を活用する「中小企業地域資源活用促進
法」に基づく31件の事業計画認定を行うとともに、
産学官の異業種が連携した食料産業クラスター協議
会の形成等の各種施策を一体的に推進している。

ケ　バイオマス・ニッポン総合戦略の推進
バイオマスの利活用の推進及びバイオマスタウン

の推進を図るため、「社会的協働による活力ある農
山漁村の再生及び省エネルギー型農業の普及セミ
ナー『環境と経営の両立を目指して』」を２回（高
松市及び岡山市）開催した。

また、バイオマスタウン構想の実現に向けて、随
時、市町村、民間事業者等に対して指導・助言を行っ
た。

家畜排せつ物については、適正な管理とともにそ
の有効利用を促進するため、排せつ物処理施設整備
関連リーフレットを作成・配布した。

食品廃棄物については、関係機関と連携して環境
セミナーの開催に努める等、食品廃棄物の発生抑制、
飼料化、肥料化、メタン化、熱回収など、再生利用
等の取組の推進に向けて一層の普及・啓発の充実を
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図った。
⑷　関係機関との連携強化

地域農政の円滑な推進及び農業施策の浸透を図るた
め、関係省庁地方機関、管内各県、農業関係団体、食
品産業団体等と連携し、各事業の啓発、情報交換を行っ
ている。

米粉利用の更なる普及・定着のため、中国四国米粉
食品普及推進協議会並びに各県・地域の米粉食品普及
推進協議会等と連携し、米粉料理のレシピ等の作成、
パネル展、米粉パン等の料理講習会等の開催（112回）、
各種イベントで米粉食品の展示、販売及びセミナー等
を開催した。

また、管内のパン製造業者等を対象とした米粉パン
製造技術講習会を岡山県・高知県の２会場で開催し、
受講生136名に、最新の米粉パン製造技術を伝えた。

なお、管内におけるパン・麺・洋菓子・お好み焼
き等の新規用途向け米粉用米の生産量は、平成21年度
657tとなった。

⑸　広報活動
広く一般市民に中国四国地域の食料・農業・農村に

対する理解を深めてもらうために、多様な広報活動を
行った。
ア　インターネットの活用

ホームページ「中国四国農政局」（平成９年７月
開設）は開設13年を迎え、トップページに重要施策
のバナーを設置するなど、より利用者にわかりやす
い内容にするとともに、迅速な情報の更新に努めた。
メールマガジン「中国四国あぐりレター」（平成13
年５月創刊）は毎月５日、20日に発刊を行い、平
成22年３月末の登録数は約5,173人であった。また、
あわせて「中国四国バイオマスメールマガジン」（年
９回）、「中国四国米粉利用推進ネットワーク（ココ
ねっと通信）」（年８回、局ホームページへはその都
度掲載）、「中国四国消費・安全草の根ネット」（年
25回）、「中国四国食育ネットワークメールマガジン」

（平成19年８月発刊、年32回）の各メールマガジン
を発刊した。

イ　報道機関への情報提供
中国四国農政局記者クラブ加盟18社に対し、プレ

スリリース（158回）を行った。

７　九州農政局

⑴　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済

平成21年度の九州経済の動向をみると、平成20年
後半から世界的な景気後退の影響を受けて急速に悪

化したが、平成21年１〜３月を底に中国をはじめと
するアジア需要を中心とした輸出の増加、エコカー
減税やエコポイントなどの経済対策を反映して持ち
直した。しかしながら、21年度全体を通してみると
低水準にとどまった。

輸出については、欧米向けの輸出、自動車やIC
を含む電気機器を中心とした落ち込みが目立った。

一方、雇用情勢は輸出型製造業を中心に厳しい状
況が続き、有効求人倍率は前年度に比べ大きく低下
した。

また、個人消費はエコカー減税やエコポイントな
ど経済対策の効果はみられたものの、厳しい雇用情
勢を背景とした所得の低下や先行きに対する不安か
ら低迷した。

イ　農業経営
平成21年の九州における１経営体当たり農業所得

を営農類型別にみると、水田作経営が39万円、畑作
経営が123万円、露地野菜作経営が116万円、施設野
菜作経営が436万円、果樹作経営が196万円、酪農経
営が721万円、肉用牛経営が75万円となった。

また、農業粗収益のうちどれだけが農業所得に
なったかを示す農業所得率は、水田作経営が17.8％、
畑作経営が27.7％、露地野菜作経営が32.1％、施設
野菜作経営が36.0％、果樹作経営が29.6％、酪農経
営が17.5％、肉用牛経営が4.7％となった。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲

平成21年産水稲の作付面積は、前年並みの18万
9,800haとなった。

早期、普通栽培水稲ともに、出穂期以降天候に恵
まれ、台風の襲来もなかったことから、登熟はおお
むね順調に推移した。このことから、作柄は10a当
たり収量506㎏、作況指数101となった。

水稲うるちの収穫量を品種別にみると、ヒノヒカ
リが全体の51％を占めている。

イ　麦、大豆
平成21年産麦の作付面積は、４麦（小麦、二条大

麦、六条大麦、裸麦）全体で前年産に比べ1,100ha
減少し５万3,700ha（前年比98％）となった。

作柄は、10a当たり平均収量対比（％）でみると
小麦が86、二条大麦が88、裸麦が89となった。

また、大豆の作付面積は２万３千ha（前年比
98％）となった。

ウ　野菜
平成21年産指定野菜（14品目）のうち主産県の作

付面積は４万8,300ha（前年比99％）となった。



第10章　地方農政局－272－

また、収穫量は170万ｔ（同99％）、同出荷量は
147万t（同99％）となった。

エ　果樹、花き
平成21年産果樹の栽培面積は、生産者の高齢化、

担い手の減少等から、みかん、くり、うめ、ぶどう、
かき等を中心に減少し４万3,500ha（前年比98％）
となった。

花きの作付（収穫）面積（主産県）は、切り花類
が3,110ha（同99％）､ 球根類が106ha、鉢もの類が
282ha、花壇用苗もの類が188haとなった。

オ　畜産
平成22年２月１日現在の肉用牛の飼養戸数は３万

2,800戸（前年比95％）、飼養頭数は105万９千頭（同
99％）となった。

乳用牛の飼養戸数は2,190戸（同94％）、飼養頭数
は12万1,800頭（同97％）となった。

カ　その他
平成21年産かんしょの作付面積は１万9,900ha（前

年比101％）で、前年産に比べ200haの増加となった。
全国に占める九州の作付面積割合は49％となり、前
年産並みであった。

茶の摘採延べ面積は３万6,700ha、生葉収穫量は
16万900t、荒茶生産量は３万3,300tとなった。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　戸別所得補償モデル対策の推進

平成22年度からの戸別所得補償モデル対策の実施
に向け、管内の県・地域水田農業推進協議会等関係
機関との緊密な連携のもと、本モデル対策の趣旨、
助成体系等の仕組みについて、ブロック・県別・地
域別の各段階における説明会等を通じ、農業者をは
じめとする関係者に対し幅広い周知活動を行った。

（管内における説明回数：1,683回、説明会参加者数：
５万１千人）

また、農政局・管内農政事務所に相談窓口を設置
し、外部からの質問・相談に対応するとともに、農
政局ホームページへの関連情報の掲載や、パンフ
レットやポスターの作成・配付、管内各市町村、農
業協同組合等が発行している広報誌への関連情報の
掲載依頼等の取組も行った。

イ　経営安定対策の確実な推進
平成19年より、効率的かつ安定的な農業経営の育

成の加速化を目指して、新たな経営安定対策が導入
され、各対策の着実な推進を図っている。
鉉　水田・畑作経営所得安定対策

平成22年産にかかる水田・畑作経営所得安定
対策の加入申請は、7,705経営体（前年比94.0％）

となっており、その内訳は、認定農業者6,396経
営体（同93.5％）、集落営農組織1,309経営体（同
96.3％）となった。

また、品目別作付予定面積では、米作付予定
面積で５万2,298ha、４麦作付予定面積で５万
2,870ha、大豆作付予定面積で１万9,653haとなっ
ている。
鉤　畜産

畜産経営安定対策については、畜産物価格の変
動等に対して、経営の安定を図るセーフティー
ネット措置として従来から各種対策を実施してい
る。

21年度は、年度当初からの関連対策に加え、６
月には経済危機対策、10月には豚肉の調整保管の
開始、12月には養豚緊急支援対策の実施等、畜産
情勢に応じて講じられた対策について、管内関係
者への周知等を行った。
鉈　野菜

19年度から、①契約取引の推進、②需給調整の
的確な実施、③担い手を中心とした産地への重点
支援を推進する新たな経営安定対策を実施した。

なお、担い手の育成・確保をはじめとする産地
ごとの明確な目標を定めた産地強化計画が、管内
の指定産地（176産地）において211計画策定され
ている（22年３月現在）。
銕　果樹

19年度から、計画的な生産出荷の推進や一時的
な出荷集中時に生果の加工仕向けを行う需給安定
対策に加え、果樹産地構造改革計画で明確化され
た担い手等が行う優良品目・品種への転換、園地
整備、労働力調整システムの構築等の前向きな取
組を支援している。

なお、管内において、それぞれの産地に応じた
89の果樹産地構造改革計画が策定されている（22
年３月現在）。
鈿　さとうきび・でん粉原料用かんしょ

最低生産者価格を廃止し、19年産から、地域に
おいて安定的な生産を担う者に対し支援を実施し
た。

ウ　需要を起点とした米づくりの推進
管内では、生産調整の実効性確保、水田のフル活

用の実現を目指し、関係機関との連携のもと、需要
に応じた米づくりと水田等における自給率向上に向
けた生産拡大の推進を行い、全県において生産調整
達成となった。

平成21年産新規需要米の取組においては、九州で
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は6,301haとなり、前年産に比べ22％の増加となっ
た。稲発酵粗飼料用稲・青刈り稲・わら専用稲の認
定面積は5,362haとなり、全国の49％を占めている。

産地の創意工夫を生かした取組を支援する産地確
立交付金、食料自給率向上のため、転作の拡大、調
整水田への作付けなど、21年度から新たに自給力・
自給率向上戦略作物（大豆、麦、飼料作物、米粉・
飼料用米）を作付拡大した場合、拡大面積に対して
助成金を交付する水田等有効活用促進交付金により
戦略作物の面積拡大が図られた。

また、食料自給力向上に向けて地域・農業者が一
体的に行う水田転作作物についての実需者との連携
活動や、麦、大豆、新規需要米等の需要拡大に向け
た取組を支援するための需要即応型生産流通体制緊
急整備事業について、九州農政局では、政策の着実
な実施に向け、説明会等を通じ各県協議会に対し助
言・指導を行った。

エ　食育の推進
食育を推進するに当たっては、農林漁業に関する

様々な体験活動等を通じて、自然に食に関する感謝
の念や理解が深まっていくよう、地域の特性を生か
しつつ「教育ファーム」の取組が推進されることが
期待されている。

このため、農林漁業体験活動にかかわる様々な関
係者が連携を強化しつつ、九州地域の「教育ファー
ム」の取組を効果的に推進するため、「九州地域教
育ファーム推進協議会」を平成22年３月３日に設置
した。

今後、九州における「教育ファーム」の現状につ
いての分析、課題及びその解決策の検討をとおして、
九州地域の「教育ファーム」の推進方策を策定する
こととしている。

オ　農畜産物の地産地消の推進
地産地消は、高齢者や小規模農家でも消費者に直

接販売することで、やりがいを実感しつつ営農に取
り組み、所得を確保する機会を提供するなど、食料
自給率の向上に役立つとともに、地域農業や関連産
業の活性化に貢献するものであり、九州農政局では、

「食料安保・自給率向上本部」の取組の一環として
推進している。

地域における実践的な計画（地産地消推進計画）
は、平成21年度末で、県、市町村、農業協同組合等
により123件の計画が策定され、生産者による直接
販売のみならず、学校給食や飲食店での地場農畜産
物の利用の拡大が進んでいる。

21年度の全国地産地消優良活動表彰事業では、管

内から推薦した４団体のうち大分県の「湯布院物産
協会」が生産局長賞を受賞した。

また、「地産地消給食等メニューコンテスト」に
は、学校給食部門７メニュー、外食・弁当部門16メ
ニューの応募があり、大分県の「やすらぎ交差点協
議会」が農林水産大臣賞を受賞した。

このほか、「地産地消の仕事人」に、12名が新た
に選定され、管内の仕事人は20人となった。

カ　農地・水・環境保全向上対策の推進
農地・農業用水等の資源の適切な保全管理ととも

に農村環境の保全等にも貢献する地域共同の取組を
支援するため、19年度から農地・水・環境保全向上
対策を実施している。

平成21年度の農地・農業用水等の保全管理に関わ
る共同活動は、管内202の市町村において3,949の活
動組織で取組が行われており､ 対象となる農地面積
は18万9,349haとなっている。

また、営農の取組においても、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環
境保全型農業に取り組む活動組織への支援も併せて
行っている。この営農活動の取組は､ 管内68の市町
村、457の活動組織において行われ、対象となる農
地面積は9,494haとなっている。

キ　食品表示の適正化に向けて
食品表示の適正化を進めるため、食品製造業者等

を対象とした「食品の期限表示設定に関するセミ
ナー」の開催、各地域において関係団体等の要請に
応じた説明会の開催や講師派遣などを行い、制度の
普及・啓発に努めた。

また、食品表示Ｇメンが日常的に小売店舗を巡回
し、生鮮食品、加工食品及び有機農産物を対象とし
た表示調査や、DNA分析などの科学的分析手法を
活用し、特定の品目に着目した特別調査（そば加工
品等）を実施した。

また、「食品表示110番」を開設し、一般消費者等
から不適正な食品表示に関する情報を受け付けると
ともに、公募により委嘱した一般消費者等が日常の
買い物の機会等を利用して食品表示の状況を監視す
る「食品表示ウォッチャー」により情報収集を行っ
た。

なお、「食品表示110番」の受付件数は年々増加傾
向にあり、平成21年度の受付件数は3,214件、うち
疑義情報の提供は491件あった。

ク　耕作放棄地の現状とその解消に向けた取組
管内で平成21年度に実施した「平成21年度の荒廃

した耕作放棄地の状況調査」結果をみると、「農地
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として利用すべき耕作放棄地面積」は、２万９千
ha（うち農用地区域内の耕作放棄地は、１万７千
ha）で、島しょ部や中山間地域を多く抱える長崎県、
鹿児島県で多くなっており、九州各県では県独自の
計画策定や県単事業の措置等、耕作放棄地の解消に
向け積極的な取組を進めている。

このほか、放牧や建設業等の農業参入、食品産業
と提携した契約栽培等、６次産業化を視野に入れた
耕作放棄地活用の試みもみられるところであり、九
州では、平成20年から21年にかけ1,300haの耕作放
棄地を解消した。

ケ　鳥獣被害防止の取組
平成20年２月に施行された「鳥獣による農林水産

業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法
律」（平成19年法律第134号）に基づき被害防止計画
を作成した市町村は、国が財政上の措置を講じる等、
各種のメリット措置が受けられる。22年３月末現在、
九州では全市町村の７割を占める171市町村（管内
233市町村）が計画を作成しており、地域主体の取
組が着実に進んでいる。

また、同法が施行されたことに伴う財政支援の一
つとして、農林水産省では、20年度から鳥獣害防止
総合対策事業を創設し、九州では92の地域協議会等
を事業採択し、地域主体の取組を支援した。

コ　農山漁村活性化の取組
管内では、平成19年度から21年度までに７県129

市町村で農山漁村活性化法に基づく活性化計画が策
定され、21年度は112の活性化計画に基づく取組に
ついて、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を
交付した。

また、地域固有の実情に即した先導的な地域活動
など幅広い取組を国が直接支援する「地方の元気再
生事業」について、管内では８地域を支援した。

さらに、持続可能で活力ある農山漁村を実現する
モデル的な取組を直接支援する「農山漁村（ふるさ
と）地域力発掘支援モデル事業」により、管内で59
協議会の取組を支援した。

都市と農山漁村の共生・対流については、「広域
連携共生・対流等対策交付金」を活用した、「九州
グリーン・ツーリズムシンポジウム2009」が熊本県
人吉市で開催され、九州各地からグリーン・ツーリ
ズム実践者を中心に約350名の参加があった。

また、小学生の子ども達が農山漁村で長期宿泊体
験活動を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」
について、16のモデル地域における受入体制づくり
のための取組を支援した。

サ　バイオマス利活用の推進
バイオマスの利活用を推進するためには、地域で

発生するバイオマスをできるだけ地域で効率的に利
用するシステムを構築することが基本である。また、
バイオマスを持続的に利活用していくためには、生
産、収集、変換、利用の各段階が有機的につながり、
全体として経済性のある循環システムを構築するこ
とが重要である。このため、総合的なバイオマス利
活用システムを構築するバイオマスタウン構想策定
にこれまで取り組んできた。平成21年度は、新たに
17市町が策定し、管内の構想策定市町村は47市町村
となった。

また、家畜排せつ物や生ゴミ、焼酎かす、木質バ
イオマス等の利活用施設の整備等、バイオマスの発
生から利用までの総合的利活用システムの構築に必
要な取組に対し、地域バイオマス利活用交付金によ
る支援を行い、構想実現の促進を図った。

⑷　関係機関との連携強化
ア　連携による農業の高付加価値化の推進
鉉　農商工連携

平成21年７月21日に「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（農
商工等連携促進法）」（平成20年５月法律第38号）
が施行され、中小企業者と農林漁業者とが有機的
に連携した「農商工連携」により、相互の経営資
源を有効活用した新商品・新サービスの開発、販
路拡大等の取組を支援している。

九州農政局では、九州経済産業局と連携して、
九州における農商工連携を着実に進めていくた
め、自治体、農林水産業関係団体及び商工業関係
団体等を構成メンバーとする九州地域農商工連携
促進協議会を中心に、関係者の理解醸成、農林漁
業者と中小企業者等とのビジネス・マッチングの
場を設けるなど、新規事業の発掘につなげる「農
商工連携フォーラム」（21年10月：熊本市）、「農
商工連携マッチングフェア」（21年10月：佐賀市、
22年１月：宮崎市）を開催した。

21年度における農商工等連携促進法に基づく農
商工等連携事業計画は、管内で20件（累計40件）
認定した。
鉤　輸出促進に向けた連携

管内の輸出促進に向けて19年10月に設立した
「九州農林水産物等輸出促進ネットワ－ク」を通
じて、県域を越えた広域連携の検討や情報の共有
を図っている。

また、管内の農産物や水産物等の輸出を希望す
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る事業者（出展者）と海外や国内から招へいした
バイヤーの商談の場として「農林水産物・食品輸
出オリエンテ－ションの会」を21年12月に鹿児島
市で開催した。

ここでは、輸出に関する知識や対象国の市場情
報の提供等を行うセミナ－やバイヤ－と生産者等
のマッチングを行う商談会も開催するなど、輸出
意欲のある生産者等への具体的な輸出に向けた取
引を支援した。
鉈　知的財産権の保護・活用に向けた連携

農林水産業の現場における知的財産権の保護・
活用を適切に実施することを目的に、「九州知的
財産戦略協議会」に参画して、知的財産制度や支
援策の普及・啓発や、知的財産権の創造・活用に
関する意見交換を行うなど、関係機関との連携を
図った。

また、九州経済産業局と連携して、農業経営者
などを対象に、弁理士等による知的財産権の保護
や活用に関する「知的財産セミナー」を開催した。

イ　食品表示に係る関係機関との連携
不適正表示に関する監視を強化するため、各県の

警察等関係機関と各農政事務所との間で「食品表示
監視協議会」を平成20年４・５月に設置し、不適正
な食品表示情報が寄せられた場合に、関係機関で情
報共有・意見交換を行い、迅速に対応できる体制の
整備を図っている。

また、こうした対応が円滑に実施されるよう管区
の関係省庁間で「九州地域食品表示監視連絡会」を
20年４月に設置し、情報の共有を進めている。

⑸　広報活動
九州農政局では、管内の食料・農業・農村の動向に

関する情報や、農政の普及・浸透を図るため「九州食
料・農業・農村情勢報告」を作成するとともに、当局
ホームページ、プレスリリース、地域農政問題検討会
等あらゆる機会や媒体を通じて、食料・農業・農村に
関する情報の迅速、正確かつ分かりやすい提供に努め
ている。さらに、インターネットを活用した情報提供
の一環として、九州各地で農業及び地域の振興・活性
化に取り組んでいる人を対象にＥ-mail情報（いわゆ
るメールマガジン）「アグリ・インフォ九州」、「担い
手育成・経営対策等推進九州メルマガ」の配信を行っ
ており、平成22年３月現在の登録会員数は計8,419人
となっている。また、様々な食育に取り組む関係者に
対しメルマガ「しまかぜ」を発行し食育活動の参考と
なる情報提供を行っている。

また、九州農政局では「消費者の部屋」を設け、消

費者に対し農林水産行政一般、食の安全と消費者の信
頼の確保、食生活についての情報提供、普及啓発及び
消費者相談を行っている。さらに、食をめぐる様々な
質問・要望等に応えるために設けた消費者相談窓口に
は21年度894件の相談が寄せられた。また、各地域で
行われる様々なイベント等において「移動消費者の部
屋」を開設し、相談・広報等を行っている。
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第１節　森林の整備の推進

１　森林整備事業

⑴　事業体系の概要
森林・林業基本法における基本理念である森林の有

する多面的な機能の発揮と山村振興への配慮、同基本
計画において示された、重視すべき機能に応じた森林
の区分に対応した森林施業の推進を実現するため、
①　重視すべき機能に応じた森林整備を目的とするも

の
②　森林整備の担い手の多くが居住する山村地域の定

住基盤整備、居住地周辺の森林整備等を目的とする
もの

という事業体系により、森林整備を実施している。
また、森林施業及びこれらに必要な路網の整備を一

体的に実施するとともに、市町村レベルでの総合的な
事業とすることにより、地域の実情に応じた効率的・
効果的な森林整備を推進することにしている。

⑵　事業の概要
ア　森林環境保全整備事業

重視すべき機能に応じた森林整備を計画的に推進
することにより、森林の有する多面的機能の維持・
増進を図り、森林環境の保全に資する事業である。
鉉　育成林整備事業

育成林における広葉樹林化・針広混交林化・長
伐期化等の多様な森林施業とそれに必要な路網を
一体的に整備する事業である。
ａ　公的森林整備推進事業

森林所有者等による整備が期待できない森林
における森林整備法人、地方公共団体による森
林整備とこれに必要な路網整備を実施する。

ｂ　流域育成林整備事業
流域における育成林の整備の推進を図るため

の森林施業とこれに必要な路網整備を実施す
る。

鉤　共生環境整備事業
森林と人とのふれあい空間の整備や多様な主体

による森林づくりを推進する事業である。
ａ　森林空間総合整備事業

不特定多数の者を対象とする森林環境教育、
健康づくり等の森林利用に対応した多様な森林
整備を実施する。

ｂ　絆の森整備事業
市民の参加による森林整備や野生動物との共

存のための森林整備を実施する。
鉈　機能回復整備事業

森林の基礎的な機能の回復を図るため、被害森
林の復旧、無立木地の造林、災害復旧のための林
道開設、林道改良等を実施する事業である。
ａ　保全松林緊急保護整備事業

松くい虫被害を防止するための周辺松林の樹
種転換、被害木の伐倒処理等を実施する。

ｂ　特定森林造成事業
土壌不良地、耕作放棄地、造林未済地等にお

ける森林の造成を実施する。
ｃ　被害地等森林整備事業

被害森林における復旧造林及び森林所有者自
身による自発的な森林整備を実施する。

d　森林災害等復旧林道開設事業
松くい虫被害や火災、気象害等による被害森

林の復旧のために必要な林道の整備を実施す
る。

ｅ　林道改良統合補助事業
既設林道について、輸送力の向上及び通行の

安全確保を図るとともに、自然環境の保全など
の社会的要請に対応するため、局部的構造の改
良等を実施する。

イ　森林居住環境整備事業
居住地周辺の森林、山村地域の定住基盤、森林整

備の基礎となり生活環境の改善にも資する骨格的な
林道の整備を総合的に行う事業である。
鉉　フォレスト・コミュニティ総合整備事業

骨格的な林道等の整備や林業施設の基盤整備を
行う事業である。
鉤　里山エリア再生交付金

居住地周辺の森林と居住基盤の整備を総合的に

第11章　林　野　庁
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実施する事業である。
鉈　山のみち地域づくり交付金

旧緑資源幹線林道の利用区域及びその周辺地域
において、奥地森林地域の骨格的な「山のみち」
を整備する事業である。

ウ　美しい森林づくり基盤整備交付金
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」

が制定されたことから、それに基づき市町村に直接
交付する法定交付金により、間伐等の促進を図る事
業である。

表１　平成21年度森林整備事業予算

２　林道施設災害復旧事業

災害による既設林道の機能の停止は、林産物の搬出
及び民生安定に大きな影響を及ぼすため、被災した林
道は、できるだけ早急に復旧することとしている。平
成21年度末現在の復旧進度は、平成19年災は100％完
了、平成20年災は100％、平成21年災は85％であって、
これに要した国費は表２のとおりである。

なお、平成21年の被害額は66億6,693万円で、その
内訳は表３のとおりである。

表２　平成21年度林道施設年災別災害復旧事業内訳

表３　平成21年災内訳
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３　森林災害復旧事業

激甚災害の指定を受けた被害森林の復旧を行うもの
で、農林水産大臣が告示する市町村の区域において、
被災した森林の公益的機能の回復及び二次災害の防止
を目的として、被害木等の伐採及び搬出、被害木等の
伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引起し及び
作業路の開設を行い、人工林の早期かつ確実な復旧を
図る事業である。

４　間伐対策

平成19年２月から官民一体となって展開している
「美しい森林づくり推進国民運動」の目標である６年
間で330万haの間伐実施を達成するため、

①　「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置
法」が公布・施行され、地方自治体における地方
債の起債や法定交付金事業を実施できるよう措置

②　公益的機能の低下が懸念される箇所における間
伐遅れの解消

③　水産・農業分野との連携による間伐等の推進
④　より一層効率的な間伐の実施を図るため、路網

の整備と高性能林業機械の導入等の推進
⑤　条件不利森林におけるモデル的な間伐等の推進
⑥　間伐に関する普及啓発や利用困難な間伐材の用

途開拓等の実施
など、間伐の推進及び間伐材の利用促進を総合的に展
開した。

５　水源林造成事業等

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成20
年法律第８号）の施行により、平成20年４月１日をもっ
て独立行政法人緑資源機構（以下「旧機構」という。）
は解散し、旧機構が実施していた業務の一部は独立行
政法人森林総合研究所（以下「研究所」という。）に
承継された。
ア　水源林造成事業

研究所が分収林特別措置法（昭和33年法律第57号）
第２条第１項に基づく分収造林契約の当事者となっ
て、奥地水源地域の森林の水源かん養機能を高度に
発揮するため、保安林及び同予定地のうち無立木地、
散生地、粗悪林相地等について、急速かつ計画的に
森林を造成する事業で、。

平 成21年 度 に お い て は、 新 植3,450ha、 下 刈
29,198ha、除伐21,685haを実施したほか、既植栽地
において複層林949haを整備した。なお、新植累計
面積（平成21年度末）は約46万haである。

イ　特定中山間保全整備事業
水源林造成事業の対象地域であって、地勢等の地

理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域にお
いて、農林業の持続的な生産活動を促進するととも
に、これを通じて公益的機能の維持増進を図るため、
水源林造成と一体に森林及び農用地の整備を行う。

平成21年度においては、３区域において水源林造
成及び農林道の開設を行った。

表４　平成21年度水源林造成事業等予算

第２節　森林資源の充実と森林保全

１　森林計画

森林は林産物の供給のほか、国土の保全、水源のか
ん養、自然環境の保全及び形成等多くの機能を有し、
経済社会の発展につれてますますその重要性を増して
いる。かつて森林は、ややもすると無秩序に伐採・開
発され、その結果、森林の荒廃を招き、山崩れや風水
害による災害を発生させる原因となってきた。また、
無計画な伐採は森林資源を減少させ、林産物需給の面
で大きな混乱をきたすおそれもある。しかも、森林の
は超長期の年月を要することから、一旦このような状
態になってから森林の機能の回復を図ることは容易で
はなく、国民経済に大きな影響を及ぼすこととなる。
このようなことから、森林の取扱いは計画的かつ合理
的に行うことが肝要である。このため、森林の保続培
養と森林生産力の増進を図り、もって国土の保全と国
民経済の発展とに資するため森林法によって森林計画
制度を設けている。

森林計画制度は昭和26年の森林法によって設けら
れ、以降、数次の改正を経ている。

現行の森林計画制度体系は、①政府が森林・林業基
本法第11条の規定に基づいてたてる「森林・林業基本
計画」に即し、かつ保安施設の整備の状況等を勘案し
て、農林水産大臣がたてる、全国の森林について森林
整備及び保全の目標等に関する基本的事項を定めた

「全国森林計画」、並びに全国森林計画の目標の達成に
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資するため、全国森林計画の作成と併せて、農林水産
大臣がたてる「森林整備保全事業計画」（森林法第4条）、
②都道府県知事が全国森林計画に即して、森林計画区
に係る民有林について地域的な森林の特性に応じた森
林整備及び保全の基本方針、伐採、造林、林道、保安
林の整備の目標等を明らかにした「地域森林計画」（森
林法第5条）、③森林管理局長が国有林について森林整
備の方針を明らかにした「国有林の地域別の森林計画」

（森林法第7条の2）、④市町村がその区域の民有林につ
いて地域の実情に即した森林整備を推進するための具
体的な森林施業の規範等を明らかにした「市町村森林
整備計画」（森林法第10条の5）からなっている。また、
森林所有者等が自発的意思に基づき自らが立木竹の使
用・収益の権原を有する森林について5年を1期とする
森林の施業に関する計画を作成し、市町村の長等の認
定を求める「森林施業計画」（森林法第11条）等が措
置されている。

⑴　全国森林計画
ア　全国森林計画の策定

平成21年４月１日から平成36年３月31日までを計
画期間とする現行の全国森林計画は、平成20年10月
21日に策定（閣議決定）された。

この計画では、水系等の自然条件を基本として、
森林資源の類似性、行政区界等の社会的経済的条件
を勘案して定めた44の広域流域ごとに、森林整備及
び保全の目標、伐採立木材積、造林面積及び林道開
設量等を定めている。

イ　全国森林計画の概要
鉉　基本的な考え方

ａ　若齢の人工林の間伐に加え、特に増加しつつ
ある高齢級の人工林について、択伐や間伐を適
切に実施しながら、長伐期化や育成複層林への
誘導を計画的に実施するとともに、天然生林の
的確な保全・管理等森林を健全な状態に育成し、
循環させる質的充実を図る。

ｂ　保安林制度の適切な運用、山地災害の防止対
策等森林保全の確保を基軸とした森林整備及び
保全の推進を図る。

ｃ　森林空間を様々に利用する森林の総合利用に
対応し、景観の保全、花粉発生の抑制等の国民
のニーズを踏まえた多様な森林資源の整備の推
進を図る。

ｄ　森林整備の展開に当たり、施業の効率化・低
コスト化のための施業技術の普及・定着、路網
の整備の促進等生産、流通及び加工段階におけ
る条件整備を関係者一体となって積極的に取り

組む。
鉤　計画事項

ａ　森林の整備及び保全の目標その他森林の整備
及び保全に関する基本的な事項

森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に
発揮させるため、それぞれの森林が特に発揮す
ることを期待されている機能に応じて、「水土
保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環
利用林」に区分することとし、区分ごとの森林
整備及び保全の基本方針を明らかにするととも
に、広域流域ごとに、計画期間において到達し、
かつ、保持すべき森林資源の状態等（表５）を
定めている。

表５　森林整備及び保全の目標
区　　分 現　　況 計画期末

（H19.3.31） （H36.3.31）
育成単層林面積（千ha） 10,312 10,213
育成複層林面積（千ha） 955 1,593
天然生林面積（千ha） 13,830 13,291
森林蓄積（ｍ３/ha） 177 208
林道整備率（％） 50 64

（注）林道整備率とは、「森林・林業基本計画」のに対する
開設延長の割合である。

ｂ　森林の立木竹の伐採、造林並びに間伐及び保
育に関する事項

育成単層林施業、育成複層林施業、天然生林
施業別に施業実施に当たっての技術的指針、重
視すべき機能に応じた森林の区分ごとの施業に
関する特記事項を明らかにするとともに、計画
期間における伐採立木材積、造林面積（表６、７）
を定めている。

表６　伐採立木材積
（単位：百万㎥）

	 区　分	 総　数	 主　伐	 間　伐
	 計　画　量	 627	 222	 405

表７　造林面積
（単位：千ha）

	 区　分	 人工造林	 天然更新
	 計　画　量	 700	 871

ｃ　公益的機能別施業森林の整備に関する事項
森林の有する公益的機能の維持増進を特に図

るため、公益的機能の維持増進を図るための施
業を推進する森林の区域の設定方針及びその施
業基準を明らかにするとともに、伐採の方法を
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特定する森林等の指定基準等を定めている。
ｄ　林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

森林施業の効率的な実施に必要な林道の整備
を計画的に推進することとし、その開設量（表
８）を定めている。

表８　林道開設量
（単位：千km）

	 区　分	 林道開設量
	 計　画　量	 33.7

また、国土の保全等公益的機能の維持増進を
図るため、搬出方法を特定する森林の指定基準
を定めている。

ｅ　森林施業の合理化に関する事項
合理的な森林施業の条件整備を図るため、森

林施業の共同化の促進、林業に従事する者の養
成及び確保、林業機械化の促進及び流通・加工
体制の整備等について取組の方向を明らかにし
ている。

ｆ　森林の土地の保全に関する事項
森林の有する災害の防止、水源のかん養、環

境の保全の機能の維持増進が図られるよう、林
地の保全に特に留意すべき森林の指定の基準及
び土地の形質の変更に当たって留意すべき事項
を定めている。

ｇ　保安施設に関する事項
森林の公益的機能の発揮を確保するため、保

安林の配備、特定保安林の整備及び治山事業を
計画的に推進することとし、保安林及び治山事
業に関する計画量（表９、10）を定めている。

表９　保安林面積
（単位：千ha）

総　数	 水源かん養の	 災害防備の	 保健、風致の保存
	 ための保安林	 ための保安林	 等のための保安林
12,689	 9,555	 3,069	 856

（注	）保安林面積の総数欄は、２以上の目的を達成するために
指定する保安林があるため、内訳の合計に合致しない。

表10　治山事業施行地区数
（単位：百地区）
	 区　分	 治山事業施行地区数
	計　画　量	 311

ｈ　森林の保健機能の増進に関する事項
森林の保健機能の増進を図るため、保健機能

森林の設定、整備の方針等を定めている。

⑵　地域森林計画等
ア　民有林の森林計画制度

地域森林計画は、都道府県知事が、全国森林計画
に即して、森林計画区別（158計画区）にその森林
計画区に係る民有林につき、５年ごとに10年を１期
としてたてる計画であり、
①　機能別の森林の所在及び面積並びにその整備及

び保全の目標
②　伐採立木材積、造林面積、林道整備計画、保安

林の整備・保安施設事業の計画
③　市町村森林整備計画の規範としての森林施業及

びその合理化の方向
等を明らかにするものである。

イ　国有林の森林計画制度
国有林の地域別の森林計画は、森林の流域管理シ

ステムの下で民有林と国有林が協調しつつ一体的に
推進するため、平成３年の森林法改正により法定化
されたものであり、森林管理局長が森林計画区ごと
の国有林について５年ごとに樹立する10年計画であ
る。

計画については、共通の森林計画区ごとに民有林
と国有林との間で連携のとれた森林整備の目標等を
明らかにするというこの計画の趣旨から、原則とし
て民有林の地域森林計画の計画事項と同一となって
いる。

なお、国有林野の管理経営については、国有林
野の管理経営に関する法律（昭和26年法律第246号）
に基づき、農林水産大臣が全国森林計画と調和の図
られたものとして管理経営基本計画を策定し、森林
管理局長が、同計画に即し、国有林の地域別の森林
計画と調和が保たれたものとして地域管理経営計画
をたて、これに従って行うものとされている。

⑶　市町村森林整備計画
市町村森林整備計画は、林業をめぐる厳しい状況に

対処して、市町村が主導的な立場に立って、地域の実
情に即した間伐、保育等の森林整備を進めるため、昭
和58年の森林法改正により、「森林整備計画制度」と
して創設された。その後、平成３年の森林法改正によ
り、名称を「市町村森林整備計画」として計画事項を
拡充するとともに、要間伐森林の間伐等の促進を図る
ため、従来の勧告・調停の制度に加え、都道府県知事
による分収育林契約の締結についての裁定制度及び施
業実施協定制度が創設された。さらに、平成10年の森
林法改正により、地域森林計画の対象となる民有林の
存する全ての市町村が市町村森林整備計画を策定する
こととされるとともに、森林施業計画の認定、伐採の
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届出の受理、伐採計画の変更・遵守命令、施業の勧告
の権限が都道府県知事から市町村へ委譲された。

平成13年の森林法改正により、重視すべき公益的機
能の別に応じたきめ細かな森林整備を推進するため、
従来の「特定施業森林区域及び当該特定施業森林区域
内における施業の方法その他特定施業森林の整備に関
する事項」に替わって「公益的機能別施業森林区域及
び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方
法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項」
が計画事項とされるとともに、伐採届出が伐採及び伐
採後の造林の届出に改められた。

市町村森林整備計画においては、
①　森林所有者等の行う伐採、造林、間伐及び保育

の直接的な規範
②　森林施業の共同化の促進、林業従業者の養成・

確保、林業機械の導入促進、作業路網等の整備等
の森林施業の合理化に関する事項

等を明らかにするものである。
市町村の長は、個別の森林施業がこれに従って実施

されるよう、伐採及び伐採後の造林の届出の受理や森
林施業計画の認定及び森林施業計画に基づく伐採等の
届出の受理を通じて施業の実施状況を把握し、森林所
有者等に対する指導を行うほか、施業の勧告や伐採及
び伐採後の造林計画の変更・遵守命令、森林施業計画
の認定の取消し等を行うことができることとされてい
る。

特に、間伐・保育が適正に実施されていない森林で
あってこれらを早急に実施する必要のあるもの（要間
伐森林）については、権利移転等の協議の勧告等を行
うことができることとされている。

また、市町村森林整備計画の達成の観点から、施業
の共同化の安定的な実施を確保するため、市町村の長
の認可を受けて

①　一団の森林の森林所有者等が締結する、森林施
業の共同化及びそのために必要な作業路網等の施
設の整備に関する協定

②　NPO法人等と森林所有者等が締結する、森林
施業の実施に関する協定

から成る施業実施協定制度が措置されている。

２　森林整備地域活動支援交付金制度

林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化、不在村
化等を背景として、森林所有者の森林施業意欲が減退
しており、適時適切な森林整備が十分に行われない森
林が発生するなど、森林の有する多面的機能の発揮に
支障を来しかねない事態が生じている。

このため、森林の有する多面的機能が十分に発揮さ
れるよう、計画的な施業が予定されていない森林につ
いて、計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、
意欲ある林業事業体等による施業の集約化に必要な森
林情報の収集活動を支援して施業の集約化を促進する
とともに、森林施業計画が作成された森林についても
森林所有者等による計画的かつ一体的な施業の実施に
必要な施業実施区域の明確化作業等を支援することに
より、適切な森林整備の推進を図ることとしている。

⑴　森林整備地域活動支援交付金
ア　森林情報の収集活動

計画的な施業が予定されていない森林において、
施業の集約化を進めるための森林情報の収集活動を
行う場合に、その実施面積に応じ交付金を交付する。

イ　施業実施区域の明確化作業等
森林施業計画が作成された森林において、施業の

実施に不可欠な施業区域の明確化作業等の地域活動
を行う場合に、交付金を交付する。

予算額　60億704万7千円
⑵　森林整備地域活動支援推進交付金

地方公共団体が森林整備地域活動支援交付金の交付
を適正かつ円滑に実施するために必要な経費に対して
交付金を交付する。

予算額　1億3,960万7千円

３　民有林治山事業の推進及び保安林制度

⑴　民有林治山事業の推進
ア　森林整備保全事業計画

全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標
の達成に資するため、森林の水土保全機能の高度発
揮による「国民が安心して暮らせる社会の実現」等
の事業の目標を掲げた森林整備保全事業計画（計画
期間:平成21年〜 25年度）に基づき計画的に事業を
実施している。治山事業の主な成果目標は、周辺の
森林の山地災防止機能等が確保された集落の数を、
５万２千集落から５万６千集落に増加させることと
している。

イ　事業実施の概要
平成21年度の民有林治山事業は、当初で事業費

1,266億6,823万円（前年当初比95.4％）国費698億2,100
万円（前年当初比94.2％）（表11）、補正で事業費
159億4,500万円、国費85億円をもって実施した。
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ウ　事業実施状況
鉉　直轄事業

ａ　直轄治山
山地災害を防止するため、事業の規模が著し

く大きい場合や高度の技術を要する場合等、国
土保全上特に重要なものである場合に、国が民
有林において荒廃地等の復旧整備を実施する事
業である。平成21年度は、平成20年に発生した
岩手・宮城内陸地震により大規模な山腹崩壊等
が発生した新規の迫川地区（宮城県）を含む17
地区で実施した。

ｂ　直轄地すべり防止
地すべりによる被害を防止するため、工事の

規模が著しく大きい場合や高度の技術を要する
場合等、国土保全上特に重要なものである場合
に、国が民有林の地すべり防止区域において地
すべりを防止をする対策工事を実施する事業で
あり、平成21年度は、継続11地区において実施
した。

ｃ　調査事業は、山地保全調査、地すべり対策調
査及び治山事業積算基準等分析調査等を実施し
た。

鉤　補助事業
ａ　山地治山

山地災害を防止するため、渓流や山腹斜面を

安定させる治山ダム工、土留工等の施設の整備
や植栽工等を行い、荒廃地、荒廃危険地等の復
旧整備を実施した。

ｂ　防災林整備
保安林の機能を維持強化するための森林の整

備、潮害、風害等を防止するための森林の造成、
防災機能の発揮が必要とされる地域において、
森林の総合的な整備等を実施した。

ｃ　水源地域等保安林整備
水源地域等における荒廃地、荒廃森林等の総

合的な整備や水源かん養等の機能が低下した保
安林における森林の整備を実施した。

ｄ　治山等激甚災害対策特別緊急
台風・集中豪雨・火山活動等により著しく激

甚な災害が発生した一連の地区において、緊急
かつ集中的に荒廃地等の復旧整備を実施した。
平成21年度の治山激甚災害対策特別緊急事業
は、平成19年災に係る西毛南部地区（群馬県）
の継続1地区、また、平成20年の岩手・宮城内
陸地震に係る岩手・宮城内陸地区（岩手県・宮
城県）の新規1地区において実施した。

ｅ　特定流域総合治山
国有林と民有林の治山事業実施箇所が近接し

ている箇所において、一体的な整備を行うこと
により、事業効果の早期発現と効率的な事業実
施を図った。

ｆ　地すべり防止
地すべりによる被害を防止するため、地すべ

り防止区域において、地すべりを誘発する地下
水排除等を行う地すべり防止工事を実施した。

鉈　災害復旧等事業
治山事業によって設置された林地荒廃防止施設

及び地すべり防止施設の公共土木施設が異常な天
然現象により災害を受けた場合、これらの施設の
災害復旧事業を実施している。また、林地の被害
箇所のうち、人家、公共施設等に係る緊急性が高
い箇所については、災害関連緊急治山事業等より、
荒廃した林地の早期回復と二次災害の防止に努め
ている。

表12　平成21年度災害復旧事業予算

表11 平成21年度民有林治山事業予算

（単位：千円）

費国費業事項事

治 山 事 業 費 126,655,822 69,808,594

治 山 事 業 費 9,352,732 6,654,000

地 す べ り 防 止 事 業 費 5,428,301 4,041,000

治 山 事 業 調 査 費 104,000 104,000

治 山 事 業 費 補 助 102,250,788 50,549,594

山 地 治 山 事 業 費 補 助 65,054,328 32,537,594

復 旧 治 山 37,496,311 18,676,594

予 防 治 山 13,301,469 6,695,000

限 界 状 態 設 計 法 等 実 証 89,676 44,000

水 土 保 全 治 山 14,166,872 7,122,000

山地災害総合減災対策治山事業費補助 9,572,313 4,750,000

防 災 林 整 備 事 業 費 補 助 4,777,406 2,478,000

防 災 林 造 成 3,291,630 1,749,000

共 生 保 安 林 整 備 統 合 補 助 1,284,004 630,000

保 安 林 管 理 道 整 備 201,772 99,000

水源地域等保安林整備事業費補助 18,670,459 8,604,000

水 源 地 域 整 備 10,822,890 5,388,000

保 安 林 整 備 7,847,569 3,216,000

治山等激甚災害対策特別緊急事業費補助 2,462,882 1,326,000

特定流域総合治山事業費補助 1,713,400 854,000

地 す べ り 防 止 事 業 費 補 助 9,520,001 4,760,000

特 定 保 安 施 設 事 業 交 付 金 - -

後進地域特例法適用団体補助率差額 - 3,700,000

治 山 事 業 調 査 諸 費 12,406 12,406

職 員 旅 費 4,265 4,265

141,8141,8費庁

合 計 126,668,228 69,821,000

表11　平成21年度民有林治山事業予算

2 11 12
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⑵　保安林制度
森林は、木材生産機能だけではなく、水源のかん養、

災害の防備、生活環境の保全・形成、保健休養の場の
提供等の公益的機能を有している。保安林制度は、特
にこれらの機能を発揮させる必要のある森林を保安林
として指定し、伐採や開発行為等の規制を通じて、森
林を適切に保全・管理し、森林の有する公益的機能を
高度に発揮させることにより、人々の安全で豊かな生
活を確保することを目的とする制度である。

保安林の整備について、平成21年度末現在における
保安林面積は、実面積で1,196万4千haと我が国の森林

面積の48％、国土面積の32％を占めるに至っている。
今後とも、保安林としての指定を計画的に推進する

とともに、保安林の機能の十分な保全を図るため、保
安林の適切な管理を一層推進していくこととしてい
る。

また、京都議定書に基づく我が国の森林吸収源とし
て天然生林による吸収量を算入するためには、その森
林に対して保安林をはじめとした法令等に基づく保
護・保全措置が講じられていることが条件となってい
ることから、保安林の適切な管理は、森林吸収源対策
を推進する観点からも重要となっている。

表13　保安林の種類別面積（平成22年3月31日現在）
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このような中、平成21年度にとられた保安林に係る
主な施策は以下のとおりである。
ア　保安林の指定

平成21年４月１日を始期とする全国森林計画にお
いて保安林の配備に関する基本的事項が定められて
おり、これに従い保安林の指定等を行った。

イ　特定保安林の指定
平成21年度は、特に保育・間伐が適切に実施され

ず過密化した森林等が存することにより機能が低下
している保安林約１万６千haの指定を行うととも
に、必要な施業が実施され機能の回復が見込まれた
特定保安林約３万２千haについて解除を行った。

ウ　保安林の管理
保安林の適正な管理を推進するために、衛星画像

デジタルデータの活用により、土地の形質の変更等
があった箇所を抽出して現地調査を行う管理体制の
整備を行うとともに、保安林の境界が不明確で、管
理上重要な保安林について、境界の点検調査を行い、
境界の明確化を図った。

エ　損失補償
保安林等の指定に伴い発生する通常受けるべき損

失を森林所有者に補償するため、損失補償金を交付
した。

４　種苗生産事業

健全で多様な森林の整備を計画的に推進するために
は、優良種苗の安定供給の確保が重要である。このた
め、次の事業を実施した。

⑴　広域連携優良苗木確保対策
ア　広域流通安定対策事業

都道府県間のでの苗木の種子等の需給バランスを
確保するための指導・調整を行うとともに、苗木の
生産計画のための苗畑調査を実施した。

イ　花粉症対策苗木クローン増殖技術高度化モデル事
業

新しいさし木生産技術（マイクロカッティングに
よる苗木生産）普及を図るためにモデル事業等を実
施した。

ウ　マイクロカッティング生産促進事業
マイクロカッティングによる苗木生産の導入を促

進するためにさし床の整備、得苗率向上のための土
壌消毒、発根促進処理等を行うとともに、技術の定
着のために必要な指導を実施した。

エ　森林力増強苗木生産事業
多様な樹種について、苗木生産における育苗作業

を省力化するための新たなコンテナ利用や、苗木の
上長生長を促し育成期間を短縮した育苗技術等によ
る苗木生産の先駆的な取組を行うとともに、当該技
術を普及するために研修会等を実施した。

⑵　特別母樹林保存損失補償
林業種苗法（昭和45年５月22日法律第89号）に基づ

き指定した特別母樹林の所有者に対し、本来得られる
であろう所得の損失の一部を補償した。

平成20年度は、952万２千円を助成した。

５　国民参加の森林づくりの推進

近年における森林に対する国民の要請の多様化、林
業を取り巻く情勢の変化とこれに伴う管理不十分な森
林の増加、持続可能な森林経営に向けた国際的要請の
高まりなどに対応するため、林政の基本理念を、従来
の木材生産を主体としたものから、森林の有する多面
的機能の持続的発揮を目的としたものに転換し国民的
合意の下に政策を進めていくことが必要となり、平成
13年６月に成立した「森林・林業基本法」においてこ
の理念が明確化された。

この基本法に基づき策定された「森林・林業基本計
画」（平成18年９月改定）では、多面的機能を有する
森林の整備・保全は、林業関係者の努力のみならず、
広く国民の理解を得つつ、社会全体で支えていくとい
う機運を醸成していくことが重要であるとの認識の
下、企業等による森林づくりや、山村地域の住民と都
市住民との連携による里山林の再生活動の促進、森林
での様々な体験を行う森林環境教育の充実等により、
国民参加の森林づくりを一層推進することとしてい
る。

このため、今後の緑化推進事業については、全国植
樹祭・全国育樹祭等を通じた普及啓発活動、企業の社
会貢献活動としての森林づくりをはじめとする森林ボ
ランティア活動への支援等を通じて、森林の多面的機
能を持続的に発揮させるための森林の整備・保全を促
進するほか、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ていくこととし
ている。
ア　国土緑化行事
鉉　全国植樹祭

全国植樹祭は、国土緑化運動の中核をなす行事
として昭和25年以来、天皇皇后両陛下の御臨席の
下、全国各地からの参加を得て、両陛下によるお
手植えや参加者による記念植樹等を通じて、国民
の森林に対する愛情を培うことを目的に毎年開催
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されており、平成21年度においては、福井県福井
市で開催された。
鉤　全国育樹祭

全国育樹祭は、昭和52年以来、皇太子同妃両殿
下の御臨席の下、全国各地からの参加を得て、両
殿下によるお手入れ（全国植樹祭において天皇皇
后両陛下のお手植え・お手播きにより成長した木
の枝打ち等）や参加者による育樹活動等を通じて、
国民の森林に対する愛情を培うことを目的に毎年
開催されており、平成21年度においては、長崎県
雲仙市で開催された。

イ　緑の募金
緑の募金は、平成７年に成立した「緑の募金によ

る森林整備等の推進に関する法律」に基づき、社団
法人国土緑化推進機構及び都道府県緑化推進委員会
が、国民各層に対し募金への協力を呼びかけること
により、森林整備に関する意識醸成を図るとともに、
得られた資金により森林の整備、緑化の推進及びこ
れらに係る国際協力を行う国民の活動を助成するこ
とを目的に、毎年２〜５月と９〜 10月に実施して
おり、平成21年の募金額は、約25億円となった。

ウ　国民運動の展開
京都議定書目標達成計画に定められた森林吸収量

の目標を達成するとともに、森林における生物多様
性の保全を図るためには、森林・林業関係者だけで
なく、幅広い国民の理解と協力の下、間伐の遅れの
解消や多様な森林づくりを進めることが重要であ
る。

３年目を迎えた「美しい森
も り

林づくり推進国民運動」
では、①平成19（2007）年度から平成24（2012）年
度までの６年間に計330万haの間伐の実施、②100
年先を見据え、針広混交林化・広葉樹林化・長伐期
化等の多様な森林づくりの推進を目標として、民間
主導により様々な取組が展開されている。

平成19（2007）年６月に経済団体・教育団体・環
境団体・NPOなど47構成団体により設立された「美
しい森

も り

林づくり全国推進会議」では、平成21（2009）
年11月に「『美しい森

も り

林づくり』企業・NPO等交流
フォーラム」を開催するなど、本運動の参加・協力
者の拡大に取り組んでいる。

また、本運動の一層の拡大・浸透を図るため、社
団法人国土緑化推進機構は、平成20（2008）年12月
から「フォレスト・サポーターズ」への登録を開始
しており、平成22（2010）年３月時点の登録数は約
２万６千となっている。

エ　地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進

事業
緑化行事の開催等により、国民参加の森林づくり

活動を広く国民に普及・啓発するとともに、NPO
や企業等が参加する森づくり活動のサポート体制の
整備、森づくり活動の評価手法の開発や活用などの
環境整備を行い、各地域における企業やNPO等の
森林整備・保全活動への参加を促進することとし、
平成21年度は下記の事業に対し128百万円を計上し
た。（民間団体向け）
鉉　国民参加の緑づくり推進

全国的な緑化運動の普及・啓発を図るため、全
国植樹祭、全国育樹祭などの国土緑化行事の開催
や巨樹などの国民に身近な森林・樹木の保全・管
理技術の開発と普及を支援。
鉤　多様な主体による森づくり活動のサポート体制

の整備
ａ　企業、NPOなどの森づくりをサポートす

る森づくり活動支援組織（森づくりコミッ
ション）の活動を促進するため、活動マニュ
アルの作成、研修の実施、関係者等の情報の
ネットワーク化などを支援。

ｂ　都市住民による花粉症対策など効果的な森
づくり活動や活動の安全確保対策を支援。

鉈　企業の森づくり活動の促進
企業の森づくり活動を促進するため、企業の社

会貢献ニーズ調査、企業の経営者やCSR担当者な
どを対象としたシンポジウムの開催、森づくり活
動の評価手法の普及を支援。

オ　学校林整備･活用推進事業
青少年の森林体験活動を行う上で絶好の場である

学校林の整備・活用を通じて、青少年の森林体験活
動の場と機会を確保し、地域に根ざした森林環境教
育の充実を図るため、平成21年度は下記の事業に対
し14百万円を計上した。（民間団体向け）

ａ　モデル学校林の設定に係る委員会の開催
ｂ　モデル学校林の整備・木材利用計画の策定及

びその実施
ｃ　地域関係者を一同に会して行うモデル学校林

での体験活動及び研修会の実施
カ　美しい森林づくり国民運動促進事業

美しい森
も り

林づくり推進国民運動の展開による国民
への普及啓発活動により森林づくりへの参加を促す
とともに、企業等の森林づくりをサポートする活動
等への支援を行い、多様な主体による森林整備を
推進することとし、平成21年度は下記の事業に対し
166百万円を計上した。（民間団体向け）
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鉉　国民運動の中核的な組織となる民間主導の全
国・地方レベルの推進組織が行う普及啓発活動等
を支援
鉤　企業やNPO等への活動フィールドの紹介、企

業やNPO、森林所有者間の仲介など、企業等の
森林づくりをサポートする活動を支援
鉈　不在村森林所有者等が所有する森林を多様な主

体による森林整備の活動フィールドとするための
情報収集、働きかけ等を支援

６　森　林　保　全

⑴　森林病害虫等被害対策関連事業
森林病害虫等被害対策関連事業については、「森林

病害虫等防除法」（昭和25年法律第53号、以下「防除法」
という。）等に基づき、各種の被害対策を実施している。

松くい虫については、昭和40年代後半から著しく増
加した被害に対し、52年に「松くい虫防除特別措置法」
を５箇年間の時限法として制定して被害の終息に努め
た。しかし、異常気象の影響等もあり、53年以降被害
が激増したことから、57年に時限法の期限を延長し、
名称も「松くい虫被害対策特別措置法」（以下「特措法」
という。）とした。

その後、被害量は減少傾向で推移したが、地域によっ
ては拡大傾向であったほか、従来と異なる被害態様が
みられるようになった。このため、62年に「特措法」
の一部を改正し、その期限を延長した。その後、各種
被害対策の総合的な推進が図られ、被害量はピーク時
の半分以下にまで減少したが、なお、毎年100万㎥に
近い異常な被害の発生をみたことから、平成４年に「特
措法」の一部を改正し、期限をさらに５年間延長した。
この改正により「特措法」等に基づき、

①　「保全すべき松林」については、徹底した防除
を行い被害の鎮静化を期する

②　その「周辺松林」については、樹種転換を促進
する

など総合的な松林保全対策を推進してきた。
しかしながら、被害の終息には至っておらず、重要

な松林を適切に維持していくためには、将来にわたっ
て予想される被害状況の変動に応じて、防除措置を適
時適切に実施できるようにしておく必要がある。この
ことから、「特措法」の期限切れに当たり、平成９年
に「特措法」に規定する松くい虫に対する特別措置の
一部を「防除法」にとり込むこと等を内容とする「防
除法」の一部改正を行った。以降、「防除法」に基づ
き松くい虫をはじめとする森林病害虫等の被害の発生
状況に的確に対応するための対策を総合的に実施して

いる。
なお、平成17年11月、政府・与党で合意された三位

一体改革に係る国庫補助負担金の改革及び税源移譲の
考え方に基づき、平成18年度から、国庫補助による松
くい虫防除は、緯度・高度等の要因により被害拡大の
先端地域となっている区域等に限定しているところで
ある。

また、特に近年、カシノナガキクイムシが媒介する
病原菌によって、ミズナラ等が集団的に枯れる「ナラ
枯れ」被害が発生しているため、その防除対策の実施
や、新たな防除技術の開発等を推進している。

さらに、シカ等の野生鳥獣による森林被害に対応す
るため、平成20年２月に施行された「鳥獣による農林
水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する
法律」を踏まえ、関係省庁と連携を図りつつ、野生鳥
獣による被害及びその生息環境を踏まえた効果的な被
害対策を進めることとしている。
ア　平成21年度の予算の概要

平成21年度の松林保全総合対策に係る予算につい
ては、14億9,319万１千円となっている。一方、松
くい虫以外の森林病害虫等被害対策に係る予算（そ
の他森林病害虫等分）については、1億5,316万７千
円となっている（表14）。

表14　平成21年度森林病害虫等被害対策関連予算内訳

イ　平成21年度の事業概要
鉉　松林保全総合対策

ａ　保全すべき松林の的確な防除と健全化の推進
保全すべき松林において、被害のまん延防止

に必要な特別防除、地上散布、伐倒駆除等を適

〈第2編第11章表14〉

表14　平成21年度森林病害虫等被害対策関連予算内訳

○松林保全総合対策

＜非公共＞

森林病害虫等防除事業
　（松くい虫対策分）

抵抗性品種等緊急対策事業 48,217 の内数

＜公共＞

保全松林緊急保護整備事業

森林災害等復旧林道開設事業 40,000 の内数

○その他森林病害虫等対策

＜非公共＞

森林病害虫等防除事業
　（その他森林病害虫等分）

○森林・林業・木材産業づくり交付金

＜非公共＞

数内の221,222,31護保の源資林森

153,167

153,167

680,000

813,191

1,493,191

（単位：千円）
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切に組み合わせた総合的な防除を実施した。ま
た、健全な松林の維持造成を図るため、被害木
を含め不用木、不良木等の除去・処理を行う衛
生伐等を実施した。

また、マツノマダラカミキリの天敵微生物で
あるボーベリア菌を用いた環境に配慮した伐倒
駆除について、補助対象とした。

さらに、トキの野生復帰に向けて、営巣木や
ねぐら木となる松林の保全対策を実施した。

ｂ　周辺松林における樹種転換の計画的な推進
保全すべき松林の周辺において、松林の広葉

樹林等への樹種転換を促進し、保全すべき松林
の保護樹林帯の造成等を推進した。

ｃ　地域の主体的な防除体制の整備
地域の実態に応じて、防除活動の推進を担う

人材の育成等の支援活動を実施するとともに、
地域住民、ボランティア等を含む地域が一体と
なった松林保全体制の整備を行った。

ｄ　森林被害防止技術の開発・普及等の推進
関東以北におけるマツノザイセンチュウ抵抗

性品種の開発を行うとともに、それらの増殖を
行い、都道府県に対しその苗木を供給するため
の事業を推進した。

鉤　その他森林病害虫等被害対策
近年被害が拡大傾向にあるナラ枯れ被害の対策

として、被害木の駆除措置及び健全木の予防措置
を一体的に実施した。また、その他の森林病害虫
等による被害のまん延を防止するため、防除を実
施した。

シカ等の野生鳥獣による森林被害の防除事業及
び野生鳥獣の生息環境にも配慮した多様な森林整
備等を実施した。

⑵　森林環境保全対策事業
森林の有する多面的な機能を発揮していくために

は、林野火災等各種の森林被害について、未然防止や
早期発見により、被害を最小限に止めるなど、森林を
適切に保全していくことが重要である。

しかしながら、山村の過疎化、不在村森林所有者の
増大等、森林・林業を取り巻く情勢の厳しさから、適
切な森林の管理が困難になっていることに加え、森林
レクリエーション利用等による森林への入込者の増大
等により、山火事や不法投棄等の発生が懸念されてい
る。

このため、林野火災予防対策及び森林保全管理対策
について、都道府県、市町村、森林所有者等の連携に
より地域関係者が一体となって効果的な展開を図るこ

とが重要であり、これらの諸般の施策を地域の実情
に応じて総合的に実施するため、平成20年度において
は、森林・林業・木材産業づくり交付金（96億9,199
万７千円の内数）により助成した。
ア　林野火災予防対策

林野火災の発生状況について平成17 〜 21年の年
平均でみると出火件数1,985件、焼損面積913ha、損
害額約４億７千万円となっている。

また、林野火災の出火原因については、平成17
〜 21年の年平均で、たき火によるものが全体の
26.7％を占め最も多く、次いで火入れ13.7％、放火（疑
い含む）12.4％の順となっており、原因のほとんど
は人為によるものである。

このため林野火災の予防及び効率的な初期消火を
図る観点から、林野火災予防体制の強化、林野火災
予防情報システムの整備に加え、林野火災の危険性
が高い気象条件下における予防活動の強化等を行っ
た。さらに、林地開発等に伴う森林と住宅地の近接
化等による家屋への延焼の危険性に対処するため、
延焼防止に効果のある防火管理道等を整備した。

イ　森林保全管理対策
森林レクリエーション利用等森林への入込者の増

大等に伴う林野火災や不法投棄等の森林被害の増加
を防止するため、森林保全推進員の養成、森林保全
巡視指導員による巡視指導等を実施した。

⑶　林地開発許可制度
ア　制度の概要

乱開発を防止し、森林の土地の適正な利用を確保
するため、昭和49年５月に森林法の一部改正が行わ
れ、従来からある保安林制度に加え、保安林等を除
く民有林を対象とした林地開発許可制度が同年10月
31日に発足した。以来これにより開発行為の適正化
を図ってきたが、国民生活の多様化、経済活動の高
度化に伴い、森林を保健休養の場等として利用する
ことに対する国民の期待が高まりを見せた。このた
め、森林の利用と保全との両立を図るために従来の
制度の運用の改善が求められ、平成２年度には開発
区域に残置すべき森林等の割合等に関する開発行為
の許可基準の見直しを行った。

また、平成３年の森林法改正において、開発行為
が及ぼす影響をより広域的な視点から考慮するよ
う、開発行為により森林の有する水害防止の機能が
損なわれ、下流地域において水害を発生させるおそ
れがないことが許可要件として追加された。
鉉　許可制の適用範囲

地域森林計画の対象となっている森林のうち、
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保安林等を除く民有林において1haを超える開発
行為（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の
形質を変更する行為）をしようとする者は国又は
地方公共団体等が行う場合等の例外を除き都道府
県知事の許可を受けなければならない。
鉤　許可基準等

開発行為の許可を受けようとする者はその行為
をしようとする森林の所在地の都道府県知事に対
し省令に定められた手続きにより申請を行う。

申請を受理した都道府県知事は原則として現地
調査を行い内容を審査し、関係市町村長及び都道
府県森林審議会等の意見を聴いた上で、
ａ　周辺の地域に土砂の流出又は崩壊その他の災

害を発生させるおそれがあること。
ｂ　水害を発生させるおそれがあること。
ｃ　水の確保に著しく支障を及ぼすおそれがある

こと。
ｄ　周辺の環境を著しく悪化させるおそれがある

こと。
のいずれにも該当しないと認めた場合には、許可
をしなければならない。
鉈　監督処分等

都道府県知事は森林の有する公益的機能を維持

するため、必要があると認めるときは無許可又は
許可条件違反等の開発行為について、その行為の
中止命令又は復旧命令を発することができ、無許
可の開発行為を行った者又は前記の各命令に違反
した者に対しては罰金を課すことになっている。

イ　許可制度の運用状況
最近の許可制度の運用状況についてみると、件数

は減少傾向を示し、面積については昭和50年度以降
平成5年頃までは、平均年間9,791haの開発が許可さ
れたが、平成5年度以降は大幅な減少に転じ、平成
21年度は1,604haが許可されている。

また、開発行為の目的別面積は、制度開始直後に
大部分を占めた農用地の造成が減少し、一方で、ゴ
ルフ場の建設が増加傾向を示していたが、これも平
成５年度以降は大幅に減少している。

なお、平成17年度において「道路の新設または改
築」（1,239ha）が突出しているが、これは、許可を
必要としなかった日本道路公団による開発につい
て、平成17年10月1日の分割民営化に伴い許可を要
するようになり、その時点で既に着手している開
発についての許可申請が集中したためである。（表
15）

表15　林地開発許制度の運用状況（年度別許可面積の推移）

昭和
49～63

元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 計

工事・事業場用地の造成 1,444 133 141 139 136 126 104 102 118 107 112 67 41 69 59 68 65 86 84 75 72 61 3,409

住 宅 用 地 の 造 成 1,277 49 73 67 85 71 68 68 59 68 48 55 27 22 17 9 11 15 19 29 15 9 2,161

別 荘 地 の 造 成 177 17 26 14 12 6 6 3 6 5 1 2 3 1 2 0 0 0 0 2 2 1 286

ゴ ル フ 場 の 設 置 882 146 130 142 165 93 73 47 30 14 13 7 5 1 5 3 1 3 1 1 2 0 1,764

レ ジ ャ ー 施 設 の 設 置 577 83 100 66 60 49 51 41 28 20 27 10 8 17 9 7 9 5 11 8 6 7 1,199

農 用 地 の 造 成 9,752 209 161 137 106 91 86 92 54 54 63 61 53 47 45 56 49 48 41 61 58 44 11,368

土 石 の 採 掘 6,623 311 281 244 248 262 248 212 216 254 207 227 174 174 160 135 127 115 119 108 111 82 10,638

道 路 の 新 設 又 は 改 築 80 3 6 8 0 2 6 4 2 2 0 2 2 2 1 1 1 34 6 15 18 11 206

そ の 他 2,572 162 139 107 99 111 84 69 65 49 70 50 32 48 54 31 28 33 47 34 27 23 3,934

計 23,384 1,113 1,057 924 911 811 726 638 578 573 541 481 345 381 352 310 291 339 328 333 311 238 34,965

昭和
49～63

元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 計

工事・事業場用地の造成 6,688 802 836 897 821 781 562 575 556 760 464 343 184 297 315 238 125 443 407 518 465 297 17,374

住 宅 用 地 の 造 成 12,810 392 600 401 788 663 823 564 641 636 505 715 187 95 3 34 116 72 72 111 34 38 20,300

別 荘 地 の 造 成 1,122 86 101 85 100 24 14 13 89 47 3 21 58 9 6 0 0 -2 0 10 12 1 1,799

ゴ ル フ 場 の 設 置 37,112 7,386 5,755 6,756 8,388 4,760 3,274 2,091 1,530 296 615 142 186 30 -3 14 -1 8 -1 9 9 0 78,356

レ ジ ャ ー 施 設 の 設 置 3,342 637 596 733 341 588 259 121 185 53 125 52 18 56 33 4 36 32 59 23 -33 9 7,269

農 用 地 の 造 成 39,511 795 639 427 386 351 347 328 203 196 288 254 173 140 180 189 168 194 211 292 231 223 45,726

土 石 の 採 掘 23,846 1,730 1,593 1,604 1,578 1,950 1,774 1,503 1,695 1,927 1,808 1,840 1,441 1,329 1,349 1,064 1,003 892 1,054 1,009 899 788 53,676

道 路 の 新 設 又 は 改 築 263 12 23 22 4 3 20 10 9 6 0 8 6 4 2 3 10 1,239 47 249 87 146 2,173

そ の 他 8,922 592 556 531 410 490 413 393 255 204 314 192 151 209 226 182 172 87 253 181 186 102 15,021

計 133,616 12,432 10,699 11,456 12,816 9,610 7,486 5,598 5,163 4,125 4,122 3,567 2,404 2,169 2,111 1,728 1,629 2,965 2,102 2,402 1,890 1,604 241,694

（注）１　面積は、土地の形質の変更に係る面積であって、開発区域に残置する森林は含まない。
　　　２　件数は、新規許可処分に係るものであって、面積は、当該年度の新規許可処分面積に当該年度の変更許可処分による増減面積を加えたもの。
　　　３　「その他」の項には産業廃棄物処理場，残土処理場，福祉施設，墓地等が含まれる。

表15　林地開発許制度の運用状況（年度別許可面積の推移）

　　　   　　　       区　分

開発行為の目的

　　　   　　　       区　分

開発行為の目的

件　　　　　　数　　　　　　（件）

面　　　　　　積

年 度

年 度
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７　林業・山村の活性化

⑴　流域林業活性化対策
近年の林業をめぐる厳しい情勢の中で、林業生産活

動及び森林の適正な管理を推進するためには、森林の
有している諸機能が発揮される場である「流域」を基
本的単位として、流域における関係者が、自主的に林
業の活性化に取り組む必要がある。

このため全国158の流域において、これまでに森林・
林業関係者等からなる ｢流域森林・林業活性化セン
ター」及び「協議会」の設置、「流域林業活性化実施計画」
の策定等の推進体制整備を行うとともに、個々の流域
の取組を強化するため、流域内の事業等に関する情報
の収集・提供の実施、さらに都道府県境を越える圏域
による上下流連携等による森林整備を促進するための
普及・啓発、地域材の利用拡大等を行う事業を実施し
た。
⑵　森林資源の活用等による魅力ある山村づくり
林業就業者の多くが居住する山村地域は、林業生産

活動や日常的な森林の見回り等の管理活動を通じて、
森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たすことが
期待されており、その活性化を図る必要がある。

このため、森林資源等を活用した新たなビジネス
（森

もりぎょう

業・山
やまぎょう

業）の創出、山村と都市が連携して行う意
欲的・先導的な取組を支援するとともに、山村活性化
に資する人材の育成等を行った。

さらに、山村と都市の企業等との協働により、森林
資源の新たな活用を生み出し、低炭素社会の実現と山
村の再生を目指すため、森林資源の利用による二酸化
炭素排出削減・吸収量の取引、森林の持つ教育・健康
機能の利用等を通じた山村と都市の企業等との協働関
係の構築を推進した。

また、特用林産物の生産・流通の円滑化と需要の拡
大による山村地域の再生、活性化を図るため、生産基
盤の高度化や作業の省力化、品質の安定化、販売体制
の多様化等に資する施設整備を推進した。

⑶　森林の多様な利用の推進
森林の多面的機能の発揮に対する国民の関心や期待

の高まりを背景に、野外教育や環境教育の場、健康づ
くりや生きがいの場、森林の整備活動への参加の場な
ど、森林の保健・文化・教育的利用への要請は多様化
している。

このため、森林環境教育や里山林の保全・利用活動
など、森林の多様な利用を推進し、森林と人との豊か
な関係の回復及び創出を図ることが重要である。

ア　森林環境教育の推進
森林環境教育は、「地球温暖化防止」など森林の

多面的機能や森林の整備と木材資源の循環的利用の
必要性等に対する理解を深めるものであり、森林吸
収源対策の推進に必要不可欠である。

このため、普及啓発活動を展開するとともに、企
画・調整能力を有する質の高い人材の育成、プログ
ラムの作成等に取り組んだ。

また、子どもたちの「生きる力」を育む観点から、
森林内で様々な体験ができる機会を提供する「森の
子くらぶ活動推進プロジェクト」を推進した。

イ　里山林の保全・利用の推進
里山林は、四季を彩る景観の美しさを感じること

ができるなど、人々の生活に最も身近な森林であり、
森林と人との豊かな関係を回復し、創出する場とし
て期待が高まっている。

このため、身近な里山林や都市近郊林を保健・文
化・教育的な利用と一体的に行う森林整備等の住民
参加型の取組を支援し、継続的に利用され維持管理
されていく状態の回復・創出を図る取組を行った。

また、流域の上下流の森林所有者と利用者等の連
携により森林の保全・利用活動を推進する取組を
行った。

第３節　�森林・林業・木材産業づ
くり交付金
１　交付金の趣旨

森林・林業基本法に掲げる基本理念の実現を図るこ
とを目的とし、地域の自主性・裁量を尊重しつつ、川上・
川下の連携強化を通じた木材の安定供給及び間伐の推
進を図るなど、森林の有する多面的機能の発揮、林業
の持続的かつ健全な発展並びに林産物の供給及び利用
の確保に資する施策を総合的かつ計画的に推進するこ
とが必要である。

このため、本交付金を活用し、これら取組に必要な
経費について各都道府県等に対する一体的な支援を行
うものである。

予算額　13,222,122千円（拡充）

２　交付金の対象メニュー

＜ハード＞
⑴　森林整備の推進

森林整備を効率的かつ円滑に実施するために必要な
施設等の整備を支援するとともに、条件不利森林にお
ける間伐等を推進するモデル的な取組を支援。
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⑵　森林の多様な利用・緑化の推進
森林環境教育など継続的な体験活動の場、知識から

技術まで林業体験学習の場となる森林・施設の整備を
支援。

⑶　花粉発生源対策の推進
花粉症対策品種の苗木生産を目的としたミニチュア

採種園等の造成・改良等による花粉発生源対策の計画
的な推進。

⑷　望ましい林業構造の確立
林業再生の担い手の育成や林業生産コストの低減を

図るため、施業等の集約化や低コスト化に必要な施設
の整備等を支援。

⑸　特用林産の振興
品質管理体制の強化等のための施設の整備、竹の新

たな用途開拓に必要な加工施設等の整備による特用林
産物の生産・供給体制を確立。

⑹　木材利用及び木材産業体制の整備推進
国産材への原料転換や生産品目の転換、製紙用間伐

材チップの安定供給などに必要な木材加工流通施設の
整備による木材産業の構造改革を推進するとともに、
地域材を利用した医療施設等の公共施設や未利用木質
資源を総合的に利活用する施設等の整備による地域材
や木質バイオマスの利用を推進。

⑺　市町村直接交付モデル整備
川上・川下の連携強化による木材の安定供給及び間

伐の推進等を図るとともに、地域のニーズに機動的に
対応するため、上記⑴〜⑹のメニューを対象に、国か
ら市町村に直接交付金を交付。

＜ソフト＞
⑴　山地防災情報の周知

行政と住民との防災に関する情報共有体制の整備、
住民等の団体が行う治山施設等の巡視・点検などの協
働活動等により地域の防災体制を強化。

⑵　森林資源の保護
森林病害虫や野生鳥獣の被害が発生しにくい森林環

境の整備・保全、林野火災防止意識の啓発、森林保全
推進員の養成等による森林資源の保護を推進。

⑶　林業担い手等の育成確保
林業事業体の育成及び林業就業者の確保・育成の支

援と林業労働災害防止のための研修等の実施。

第４節　森林組合

１　森林組合等の活動状況

平成20年度末現在、全国森林組合連合会１、都道府
県森林組合連合会46、森林組合711、生産森林組合3,250
が設立されており、森林組合は、合併の推進等により
年々減少している。

森林組合は、地区内外の居住者併せて158万人（地
区内森林所有者の48％）の組合員（2,218人／組合）
で構成され、その所有森林面積は、1,109万ha（都道
府県有林を除く民有林の70％）に達している。

また、造林・林産等の事業を実施するために雇用労
働者がいる森林組合は658組合で、総人員は、26千人
となっている。

財務状況については、払込出資金の１組合あたりの
平均は、7,474万円（前年度7,164万円）と推移してき
ており、組織・経営・財務基盤ともに年々強化されつ
つある。

平成20年度における事業取扱量については、新植面
積19千ha（前年度比100％）、保育面積369千ha（前年
度比98％）［うち除伐・切捨間伐面積214千ha（前年
度比101％）］、素材生産量3,467千㎥（前年度比105％）
となっている。

一方、生産森林組合は、平成20年度末において、
251千人の組合員により、349千haの森林が経営され
ている。

都道府県森林組合連合会は、森林の経営に関する指
導や林業技術の普及等の指導事業、素材・製材品・木
材チップ等の販売事業、林業用機械・山行苗木・肥料
等の購買事業等を行っている。

また、全国森林組合連合会は46都道府県森林組合連
合会及び大阪府森林組合を会員とする森林組合系統の
全国段階の組織として指導事業及び販売・購買事業等
を実施している。

２　森林組合等の育成強化

⑴　施業集約化・供給情報集積事業
森林組合等林業事業体の活性化を通じて、林業生産

コストを削減し、国産材の安定供給体制を確立するた
め、「森林施業プランナー」の養成を加速化し、森林
所有者への積極的な働きかけにより、集約化した施業
の安定的な受託を推進するとともに、不在村森林所有
者への働きかけを強化した。

予算額　523,756千円
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（前年度　591,756千円）

第５節　林業労働力対策

１　林業就業者の現状

国勢調査によると、平成17年における林業就業者数
は４万７千人で、ここ10年間で約４万人減少した。

また、年齢構成は、65歳以上が26％と高齢化が進行
しており、全産業の就業者と比べると約３倍となって
いる。

林業就業者の減少と高齢化がこのまま進めば、森林
整備に必要な担い手が確保されず適切な森林整備が進
まないこととなり、地球温暖化を進める温室効果ガス
の削減目標達成や山村地域の活性化が困難となるおそ
れがある。

このようなことから、林業労働者を雇用する森林組
合、素材生産業者等の林業事業体における雇用管理の
改善と事業の合理化を一体的に促進することと併せ
て、新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化
を図ることにより、林業労働力を確保する必要がある。

さらに、人工林資源の成熟化に伴う林業労働の質的
変化など林業就業者の取り巻く情勢の変化を踏まえ、
今後は、林業就業者のキャリア形成支援等を図る必要
がある。

表16　林業就業者数及び高齢化の推移

資料：総務省「国勢調査」、高齢化指数は、65歳以上の割合。

２　緑の雇用担い手対策事業

林業への就業・定着を進め、林業就業者の高齢化を
抑制し、もって、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対
策の着実な推進及び地域の活性化等に資することを目
的に、U・Iターン者等を含む森林の保全・整備に意
欲を有する者に対して、林業就業に必要な基本的な技

術から、低コスト施業等の実施に必要なものまで、様々
な技術の研修を実施した。

予算額　6,000,455千円
（前年度　6,700,000千円）

３　林業担い手等の育成確保

〈森林・林業・木材産業づくり交付金〉
林業事業体の経営合理化計画の認定及び指導、都道

府県林業労働力育成協議会の開催、高性能林業機械等
のリース・レンタル事業の実施並びに将来の作業班の
リーダー（班長）養成研修等を実施し林業事業体の育
成及び林業就業者の確保・育成の推進に要する経費の
一部を助成した。

また、林業における労働災害については、他産業に
比べ発生頻度は今なお高い状況にあることから、林業
労働安全衛生対策をより一層効果的に実施するため、
安全衛生指導員等の養成、作業現場への巡回指導・救
助訓練の実施、事業主等を対象とした安全衛生指導の
実施、林業従事者に対する安全意識・技術向上の促進
及び蜂毒に対する認識及び危険性を普及啓発する講習
会等に要する経費の一部を助成した。

予算額　13,222,122千円の内数
（前年度　9,691,997千円の内数）

４　林業事業体就業環境改善対策

森林吸収源対策の推進や国産材の安定供給体制整備
に向けた担い手の確保のため、林業事業体の経営改善
や就業条件等の整備に関する評価基準の作成に必要な
林業事業体の事業量、生産性、雇用状況、安全対策等
の事業体情報を収集

予算額　40,000千円
（前年度　27,400千円）

５　林業就業促進資金

新たに林業に就業しようとする者について円滑な就
業が図られるよう、林業に就業するのに必要な知識及
び技能を習得するための研修受講、資格の取得、住居
の移転等に要する費用を林業労働力確保支援センター
が貸し付ける林業就業促進資金に助成した。

貸付条件
ａ　利　　率：無利子
ｂ　償還期間	：20年以内（据置期間４年以内を含

む。）　認定事業主への貸付は、13年
以内とする。（据置期間４年以内を
含む。）

ｃ　貸付限度額：1人につき
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就業準備資金150万円
就業研修資金月額５〜 15万円
ただし、認定事業主への貸付限度額は、上

記に80％を乗じた額とする。
予算額　5,000千円

（前年度　5,000千円）

第６節　�林産物の需給及び加工流
通対策

１　木材需給・木材工業等の動向

⑴　木材需給の動向
ア　需給の動向

我が国の木材（用材）需要量は、住宅需要の低
迷等から減少傾向であり、平成10年から９千万㎥
台で推移し、平成14年からは8千万㎥台で推移した
が、平成21年は前年に比べて19％減少の6,321万㎥
となった。

用途別でみると、総需要量（用材）のうち、製材
用が37％、パルプ・チップ用が46％、合板用が13％
を占めており、製材用の需要量は漸減傾向で推移し
ている。

また、製材用及び合板用は住宅等の需要の減少か
ら前年を下回った。また、パルプ・チップ用は製
品のチップ輸入量が減少したことなどから前年を下
回った。

国産材の用材供給量は昭和63年以降減少し続けた
が、平成15年より６年連続の増加となったが、平成
21年は前年に比べて6％減少の1,759万㎥となった。

表17　木材（用材）需給の現状

イ　住宅建設の動向
木材需要の大宗を占める住宅の着工動向をみる

と、昭和60年９月以降の急激な円高の影響を受けて
深刻な不況に陥ったのち、国内経済の安定した動向・
昭和62年の内需拡大を契機として、新設住宅着工戸
数は回復を示し、昭和62年から平成２年にかけて
160万戸を上回って推移した。平成３年、平成４年
には景気の停滞によりそれぞれ、137万戸、140万戸
と低迷した。平成８年には、消費税率改定前の駆け
込み需要によりバブル期と並ぶ164万戸の高水準と
なったが、平成９年には、前年の駆け込み需要等の
反動により139万戸に減少した。平成10年以降は120
万戸内外で推移していたが、平成19年には、改正建
築基準法の影響により、大きく落ち込み106万戸と
なった。平成20年には、若干の持ち直しもみられた
ものの、サブプライムローン問題を背景に、アメリ
カの住宅バブル崩壊に端を発した国際的な金融危機
等の影響及び長引く景気低迷による雇用・所得問題
から、我が国でも生産・金融・消費の縮小がみられ、
平成21年は、前年比27.9％減の79万戸と45年ぶりに
80万戸を割り込んだ。

このうち木造住宅についてもこの影響を受け、平
成21年は前年に比べ16.8％減少の43万戸となった
が、減少率は非木造の減少率37.9％と比較し小さ
かった。工法別でみると、木造住宅に占めるツーバ
イフォー工法の比率が引き続き増加傾向にあり、２
割程度となっている。

ウ　価格の動向
平成21年のスギ中丸太の価格は、住宅着工の低迷

による需要の減少から荷動きが低下し７月まで下落
したが、その後需要回復等から上昇した。

一方、輸入丸太のうち米材（ベイマツ）の価格は、
需要の減少により下落した。

合板も、年前半は横ばいであったが、その後上昇
傾向となった。ホワイトウッド集成管柱（国産）は、
年間横ばいで推移した。

平成21年の平均価格をみると、国産材、外材とも
に下落傾向であった。丸太では、スギ中丸太10,900
円、ヒノキ中丸太21,300円、ベイツガ23,500円、ベ
イマツ27,400円であった。また、製材品では、スギ
正角41,700円、ヒノキ正角66,300円、ベイマツ平角
54,800円であった。また、針葉樹合板は660円、ホ
ワイトウッド集成管柱（国産）は2,100円であった。

表17 木材（用材）需給の現状

（単位：千ｍ３（ ）内は対前年比％）

区 分 平成20年 平成21年

需 要

総 数 77,965( 94.7) 63,210( 81.1)

製 材 用 27,152( 89.2) 23,513( 86.6)

合 板 用 10,269( 91.2) 8,163( 79.5)

ﾊﾟﾙﾌﾟ･ﾁｯﾌﾟ用 37,856(102.0) 29,006( 76.6)

そ の 他 用 2,688( 76.3) 2,528( 94.0)

供 給

総 数 77,965( 94.7) 63,210( 81.1)

国 内 生 産 18,731(100.6) 17,587( 93.9)

外 材 輸 入 59,234( 92.9) 45,622( 77.0)
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表18　新設住宅着工戸数の推移

⑵　木材貿易の動向
ア　輸入

平成21年の丸太輸入量は413万㎥で、前年比66％、
製材輸入量は557万㎥で同85％と大きく減少した。
これは、景気低迷による国内需要の大幅な減退、米
材や北洋材の減産、合板の国産材への原料転換への
動きなどの要因によるものと考えられる。

また、我が国の木材輸入の全体的な動向としては、
輸出国側の丸太輸出規制、製品輸出拡大政策を背景
に、製品輸入割合が増加している。

丸太の主な輸入先別の内訳は、米材59％（前年
比89％）、南洋材11％（同61％）、北洋材17％（同
37％）、ニュージーランド材13％（同62％）となっ
ており、多くの地域で輸入量が前年より大きく減少
しているなか、シェアは小さいがアフリカ材（同
107%）、中国材（同113％）が僅かに増加している。

製材の主な輸入先別の内訳は、米材40％（前年
比77％）、南洋材2％（同72％）、北洋材13％（同
102％）、ニュージーランド材1％（同47％）、欧州材
36％（同101％）、チリ材4％（同54％）、中国材2％（同
99％）となっており、昨年大きく減少した北洋材、
欧州材は横ばい、米材は大きく減少した。

金額ベースでみると、平成21年の木材（丸太、製材、
合板、チップ等のHS44類計）輸入は、8,119億円（前
年比70％）で我が国の平成21年の輸入総額51兆4,994
億円（同65％）の1.6％を占めている。

国別では中国が1,257億円（前年比79％）と最も
多く、次いでマレーシア958億円（同64％）、カナダ
801億円（同63％）、豪州742億円（同61%）、インド
ネシア619億円（同75％）、米国583億円（同64％）、
チリ494億円（同81％）、ロシア388億円（同64％）
となっている。
鉉　米材

平成21年の米材輸入量は丸太243万㎥（前年比
89％）、製材224万㎥（同77％）となった。国別で
は、米国が丸太167万㎥（同85％）、製材28万㎥（同
109％）、カナダが丸太76万㎥（同98％）、製材196
万㎥（同74％）となっている。
鉤　南洋材

平成21年の南洋材輸入量は丸太44万㎥（前年比
61％）、製材12万㎥（同72％）、合板226万㎥（同
82％）となっている。

丸太については、マレーシアから36万㎥を輸入
しており、南洋材丸太輸入の81％を占めている。

合板輸入では、マレーシアが総輸入量の59％
（144万㎥、前年比76％）、インドネシアが33％（81
万㎥、同96％）と南洋材が大半を占めている。

なお、インドネシアでは資源保護の観点から丸
太の輸出が禁止され、マレーシアのサバ州、サラ
ワク州では丸太輸出枠が設定されている。
鉈　北洋材

平成21年の北洋材の輸入量は丸太69万㎥（前年
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比37%）、製材73万㎥（同102％）と、丸太輸入量
は大きく減少している。丸太輸出税引き上げの動
向が不透明な中、製品輸入や安定供給可能な代替
材へのシフトが着実に進みつつある。
銕　中国

平成21年の中国からの木材輸入額は1,257億円
（前年比79％）で、全体の15％を占めて第一位と
なった。中国からの輸入は集成材、木製品、割り
箸等の加工度の高い製品の割合が高く、丸太、製
材は僅かである。

表19　木材の輸入量

イ　輸出
平成21年の木材の輸出額は104億円（前年比87％）

と減少した。
輸出品の内訳は、その他木製品25億円（前年比

194％）、製材21億円（同81％）、建築木工品・木製
建具10億円（同65％）、単板8億円（同72％）、パー
ティクルボード7億円（同82％）、繊維板6億円（同
112％）となっている。

国別内訳の割合は、中国が23％（24億円、前年比
77％）で、以下韓国23％（24億円、同173％）、フィ
リピン16％（17億円、同84％）、米国11％（12億円、
同69％）、台湾5％（5億円、同63％）、ベトナム3％（4
億円、同95％）、ドイツ3％（3億円、同158％）の順
となっている。

⑶　木材工業の動向
我が国の木材工業の業況についてみると、長期にわ

たる木材価格の低迷に加え、輸入製品との競合等厳し
い経営環境にある中で、木造建築住宅分野においては、
建設コストの低減や施工期間の短縮等の合理化ととも
に、強度や耐火性、耐震性等の品質・性能が確かな資
材が求められている。これらのニーズに的確に対応し
た国産材の供給体制の整備が急務となっている。

また、昨今の国際的な金融危機等の影響や、長引く
景気の低迷から我が国でも生産・金融・消費の縮小が
みられ、平成21年の新設住宅着工戸数は79万戸と激減

しており、連動して製材用及び合板用需要が大きく減
少。今後の減少も見据えた、住宅リフォーム分野や住
宅以外の建築分野への木材利用の推進が重要となって
いる。
ア　製材業

平成21年末における製材工場数は6,865工場で前
年に比べ513工場減少し、依然として休・転・廃業
が進んでいる。

製材工場の平均出力数は105.9kw（前年比103％）
と僅かながら増加しているが、75kw未満の工場数
が全体の66％を占めており、依然として零細性を表
している。平成20年における製材用素材の総入荷量
は1,528万㎥（前年比87.0％）となった。このうち、
国産材は1,024万㎥（前年比92.2％）、外材は504万㎥

（前年比78.0％）であり、製材用素材供給量の外材
依存度は、33.0％に減少した。

また、製材品出荷量は929万㎥（前年比85.4％）
となり、これを用途別にみると、建築用材83％、土
木建設用材４％、木箱仕組板・こん包用材11％、家
具・建具用材１％、その他用材２％となっている。

イ　合板製造業
平成21年末の合単板製造工場数は、前年に比べ25

工場減少し208工場となった。これを類型別にみる
と普通合板を生産する工場は７工場減少して38工
場、特殊合板のみを生産する製造工場は16工場減少
して150工場、単板のみを生産する工場は、２工場
減少して20工場となった。

平成21年における単板製造用素材の入荷量は前年
に比べ88万㎥減少し311万㎥となった。材種別には
ロシアにおける丸太の輸出関税の影響もあり、北
洋材を中心に外材が前年より72万㎥減少し113万㎥、
国産材については前年より16万㎥減少し198万㎥と
なった。

平成21年の普通合板の生産量は229万㎥（前年
比88.4％）、特殊合板の生産量は64万㎥（前年比
77.1％）となった。

２　林産物の供給及び利用の確保

⑴　木材産業の健全な発展に向けての取組
ア　木材産業の基盤強化

需給変化に対応した木材産業構造の確立と国産材
利用拡大のため、国産材への原料転換や生産品目の
転換による木材産業構造の再構築や、原木の品質（一
般製材用、合板・集成材用、チップ・ペレット用等）
ごとに需要者ニーズに対応した製品の供給体制の整
備を図った。

丸太 製材 合計 丸太 製材 合計
米材 2,745 2,904 5,649 2,430 2,241 4,672
南洋材 721 164 885 438 118 557
北洋材 1,867 715 2,582 693 730 1,423
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ材 842 170 1,011 521 79 600
欧州材 41 2,010 2,051 35 2,032 2,067
ｱﾌﾘｶ材 5 1 6 5 5 10
チリ材 404 405 219 219
中国 5 117 122 6 115 121
その他 2 36 38 1 29 30

合計 6,228 6,522 12,750 4,130 5,569 9,699

平成２０年 平成２１年

表19　木材の輸入量

〈第2編第11章表19〉
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具体的には、製材工場等が国産材に原料転換する
取組や中小製材工場が生産品目の転換により中核工
場と連携する取組等に対し、施設整備や技術指導、
借入資金の利子助成などの支援を行った。また、木
材製造業者が原材料調達の一部を外材から国産材へ
シフトするために国産材素材の引取を行う場合に支
援を行った。

住宅分野においては、地域材のシェアを拡大する
ために、「顔の見える木材での家づくり」グループ
のネットワーク化や地域材を生かした「地域型住宅
づくり」への支援、長期優良住宅等に対応した新た
な地域材製品の開発・普及を図った。

さらに、製紙間伐材チップの安定供給を促進する
ため、チップの検量方法や関係者の連携による安
定供給体制の確立、木材チップ製造施設等の整備を
行った。

イ　連携体制の推進
原木の安定的な供給体制を確立するために、原木

供給者である素材生産業者を取りまとめ、製材工場
等の需要者のニーズと的確にマッチングさせること
により、大ロットで安定的な供給体制の整備を推進
した。

併せて、供給者と需要者との協定締結等の促進、
効率的な素材生産作業システムの構築、新たな森林
施業技術等に対応した研修会の開催等を実施した。

また、地域の中小製材工場と中核工場が連携し、
大規模工場と同等のスケールメリットを発揮するた
めの体制整備を実施した。

ウ　流通及び加工の合理化
木材の流通及び加工の合理化を図るため、木材製

品の電子商取引等の環境整備や共同受発注などを実
現する情報ネットワークシステムの開発・普及、公
正な立木取引を可能にする「立木公開市場」の調査・
分析、乾燥材供給者等に関するデータベース及び検
索システムの整備などを実施した。

さらに、川上から川下までの合意形成に基づき、
施業・経営の集約化、森林施業、生産流通における
低コスト化、製材工場の大型化等を進め、一般材を
中心とした品質・性能の確かな製品を安定的に供給
する生産・流通・加工体制をモデル的に構築する取
組を実施した。

そのほか、より効率的な素材生産を推進するた
め、これまで利用が低位であった間伐材、曲がり材
等の利用拡大を進めた。具体的には、原木の効率的
な収集のための高性能林業機械の整備や集成材・木
質ボード等の製造施設の整備を行った。

⑵　林産物の利用の促進
ア　国民への知識の普及と情報の提供

消費者や企業の木材、とりわけ地域材に対するこ
だわりを醸成し、これを広めるとともに、消費者や
企業の実需を地域材に結びつけていくため、「木づ
かい運動」を展開し、具体的には、マスメディアの
活用、企業の調達部門への普及啓発、NPO等の民
間団体と連携した情報発信を実施した。また、10月
を「木づかい推進月間」とし、異業種交流セミナー
開催等の集中的な普及啓発活動を実施した。

イ　林産物の新規需要の開拓
間伐材等の未利用木質資源の利用を促進するた

め、木質バイオマス供給施設、エネルギー利用施設
等の整備を支援するとともに、間伐材の効率的な収
集・運搬のモデル構築、地域における木質ペレット
等の安定供給体制の整備、ペレットの規格化等に取
り組んだ。

木炭については、消費者に分かりやすい燃料用木
炭の統一規格を検討するなど、国産木炭の需要拡大
を図った。

ウ　木材利用の促進
地域材の更なる利用拡大に向け、需要者ニーズに

的確に対応した品質の向上と物流の効率化を図るた
め、乾燥などの品質管理技術向上の取組を支援した。

住宅分野における地域材の利用を推進するため、
現地研修会等により製材工場に対する地域材の素性
に応じた製材技術の指導や、森林所有者から住宅生
産者までが一体となった「顔の見える家づくり」に
取り組むグループに対し、技術力向上のための講習
会の開催や、推奨すべき取組の選定及び事例集の作
成による活動内容の普及等の支援を行ったほか、国
産材での住宅づくりを希望する消費者等がワンス
トップで必要な情報を得ることが出来る体制の強化
を行った。

さらに、文部科学省や厚生労働省と連携し、学校
関連施設や児童福祉施設等の木製遊具などのシンボ
ル性が高く波及効果の期待できる木造公共施設を整
備することにより、公共施設等への地域材利用を促
進した。

また、地球規模での需要動向が変化する中で、我
が国からの木材の輸出の可能性について調査を実施
した。

エ　公共建築物等における木材の利用の促進に関する
法律案

公共建築物等の建築に用いる木材を円滑に供給す
るための体制を整備する等の規定を盛り込んだ「公
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共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
案」を平成22年３月閣議決定し、国会に提出した。

⑶　新たな木材利用技術の開発
地域材の新たな需要を開拓するため、マンションの

内装材やリフォーム部材等の新たな製品の開発や、地
域材の新たな利用拡大に向けた汎用性の高い木製ガー
ドレール等の開発を推進した。

また、木材の新用途を創出するため、木材をリグニ
ンとセルロースなど分子素材として活用し、ナノカー
ボンやバイオ燃料等を製造する技術実証や、木材抽出
成分の抗菌作用や交感神経抑制作用等を活用した製品
開発や抽出技術の研究・技術開発を推進した。　

３　木材の需給安定等

⑴　木材の需給の見通しの公表
木材の需給及び価格の変動に対処するため、木材の

需給及び価格の動向を常時的確に把握し、対策等を協
議するための木材需給対策中央会議を開催した。

また、木材の需給の見通し等について協議するため、
木材利用促進及び木材需給会議予測部会を開催し、年
間の木材（用材）の需給見通し及び四半期ごとに主要
木材の短期需給見通しを公表した。

⑵　木材需給安定対策
木材需給の安定対策として、昭和49年から実施して

きた木材備蓄事業は、平成２年度をもって終了した。
その後は、木材の需給動向の情報の収集・分析・提供、
国産材需要拡大のための情報や木材流通の改善合理化
に関する情報の収集・提供等を行うことにより、木材
の需給安定に取り組んでいる。

⑶　違法伐採対策
国際的に問題となっている違法伐採に対処するた

め、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品
の供給体制の整備及び、民間企業や一般消費者に対し
ての普及啓発を行った。さらに証明の信頼性向上に取
り組んだ。

４　特用林産物の生産振興

⑴　特用林産物の生産動向等
特用林産物は、「しいたけ」「えのきたけ」「ぶなし

めじ」等のきのこ類をはじめ、「竹材」「桐材」「うる
し」等の伝統的工芸品原材料、「木炭」等の木質系燃料、
さらには樹実類、山菜等に至るまでその種類、品目は
極めて多い。

これらの特用林産物の生産は、農山村地域における
重要な産業の一つとして、地域経済の安定と就労の場
の確保に大きな役割を果たしている。

平成21年の特用林産物の生産動向については、きの
こ類の生産量についてみると、乾しいたけ、ひらたけ、
まいたけ、エリンギは前年に比べて減少し、生しいた
け、えのきだけは増加した。なめこ、ぶなしめじは前
年並みとなった。まつたけは天候不順のため大幅に減
少した。

なお、生しいたけの輸入量は、4,722ｔで前年に比
べて0.7％の増加となった。

きのこ類以外の特用林産物は、たけのこの生産量が
やや増加したが、、木炭の生産量は減少した。

この結果、平成21年の特用林産物の総生産額は2,891
億円で、前年（3,026億円）比95.5％となった。

⑵　特用林産振興対策
山村地域の再生・活性化が求められている中で、特

用林産物を活用した取組により就業機会の確保や林業
の複合経営の促進等を図る観点から、山村地域資源と
しての特用林産物の生産基盤の高度化、作業の省力化、
品質の安定化、販売体制の多様化等に資する施設の整
備に対し、森林・林業・木材産業づくり交付金による
支援を行った。

また、特用林産物の生産・流通の円滑化と需要の拡
大に向けて、しいたけ原木の安定供給モデルの整備、
竹林管理方法の検討、統一的な規格の検討及び制定、
消費者への品質・安全性等に関する適切な情報提供等
を実施した。

さらに、きのこ種菌の流通の適正化を図るため，「種
苗法」に基づくきのこ種菌の検査及び指導を実施した。
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表20　特用林産物の需要動向（平成21年）

第７節　林業関係金融

１　日本政策金融公庫資金

林業生産力の維持増進、林業構造の改善等のため、
造林事業、林道事業等に必要な資金について、林業の
生産期間の長期性、低収益性等の特質を考慮して日本
政策金融公庫から長期低利の資金の融通を行ってい
る。

林業関係資金の21年度の貸付実績は表21のとおり
である。このうち林業基盤整備資金（造林）が39億円で、
21年度の林業関係資金貸付実績の53％を占めている。

表21　日本政策金融公庫林業関係資金貸付実績

２　林業・木材産業改善資金

最近における林業・木材産業経営の厳しい状況等に
かんがみ、林業・木材産業経営の改善、林業労働に係
る労働災害の防止、林業労働に従事する者の確保等に
ついての林業従事者等の自主的努力を積極的に助長す
るため、林業・木材産業改善資金助成法（昭和51年法
律第42号）による無利子の中・短期資金の貸付けが行
われており、平成21年度の貸付実績は表22のとおり
である。

表21 日本政策金融公庫林業関係資金貸付実績

（単位：百万円）

区 分 20年度 21年度

総 数 4,915 3,930

補 助 公有林 1,951 1,925

私有林 1,108 591

造 林 非補助 公有林 1,663 1,297

私有林 194 117

樹 苗 養 成 16 －

林 道 1 4

利 用 間 伐 推 進 574 851

伐 採 調 整 0 2

森 林 整 備 活 性 化 資 金 812 568

林 業 経 営 育 成 資 金 154 524

農林漁業セーフティネット資金 168 304

林業構造改善事業推進資金 － 38

農林漁業 共 同 利 用 1,325 762

施設資金 主 務 大 臣 指 定 2,390 371

振興山村・過疎地域経営改善資金 － －

計 10,355 7,354

(注) 四捨五入のため内訳と計は必ずしも一致してい

ない。
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第7節 林業関係金融

1 日本政策金融公庫資金

林業生産力の維持増進、林業構造の改善等のため、

造林事業、林道事業等に必要な資金について、林業の

生産期間の長期性、低収益性等の特質を考慮して日本

政策金融公庫から長期低利の資金の融通を行ってい

る。

林業関係資金の21年度の貸付実績は表21のとおりで

ある。このうち林業基盤整備資金（造林）が39億円で、

品　名 単　位 生産量 輸入量 輸出量 消費量

乾しいたけ ｔ 3,597  6,086    53    9,630    

生しいたけ ｔ 75,016 4,722    -    79,738  

なめこ ｔ 26,138 -      -    26,138  

えのきたけ ｔ 138,501 -      - 138,501  

ひらたけ ｔ 2,424  -      -    2,424    

ぶなしめじ ｔ 110,741 -      - 110,741  

まいたけ ｔ 40,998 -      -    40,998  

エリンギ ｔ 37,223 -      -    37,223  

まつたけ ｔ 24    1,597    -    1,621    

くり ｔ 11,907 16,923  -    28,830  

くるみ ｔ 168    26,512  -    26,680  

たけのこ ｔ 30,812 179,458  - 210,270  

わさび ｔ 3,486  -      -    3,486    

生うるし ｋｇ 1,924 41,050  -    42,974  

竹材 千束 995    367    3    1,359    

桐材 ｍ3 1,037 11,122  -    12,159  

木炭 ｔ 24,976 147,032  458    171,550  

竹炭 ｔ 897    3,951    9    4,839    

木酢液 Kl 2,323  -      -    2,323    

竹酢液 Kl 357    -      -    357    

（注）１　林野庁経営課特用林産対策室調べ。
      ２　不明なもの及び該当ないものについては－印とした。
      ３　消費量は単純計算（生産量＋輸入量－輸出量）により算出した。
      ４　合計が一致しない部分は四捨五入によるものである。

表20　特用林産物の需要動向（平成21年）
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表22　林業・木材産業改善資金貸付額の推移

３　木材産業等高度化推進資金

⑴　制度の意義
木材産業等高度化推進資金制度は林業及び木材産業

をめぐる厳しい諸情勢に対処して林業・木材関連産業
の健全な発展を促進するため、「林業経営基盤の強化
等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」

（昭和54年法律第51号）に基づき、昭和54年度に創設
された低利融資制度である。

制度の目的は、木材の生産及び流通の合理化の促進
による、木材供給の円滑化並びに効率的かつ安定的な
林業経営の育成を図るため、木材の生産又は流通を担
う事業者がその行う合理化を促進するのに必要な資金
及び林業者が行う林業経営の改善を推進するのに必要
な資金（林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等
の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。）を低利
で融資する措置を講じ、もって木材関連産業及び林業
の健全な発展に資することにある。

⑵　制度の仕組み
本制度の仕組みは、国が独立行政法人農林漁業信用

基金（以下「信用基金」という。）を通じて都道府県
に資金を低利で貸付け、都道府県は当該貸付金及びこ
れと同額の自己資金を金融機関に低利で供給し、金融
機関はこれを原資の一部として当該供給資金の２、３
又は４倍の資金を低利で融通するものである。

本制度の資金は、木材の生産又は流通に関する合理
化計画並びに林業経営の経営基盤の強化に関する林業
経営改善計画について都道府県知事の認定を受けた者
に対し、事業の合理化並びに経営基盤の強化を推進す
るのに必要な資金を都道府県から資金の供給を受けた
農林中央金庫、商工組合中央金庫、都市銀行、地方銀
行等の民間金融機関により貸付けられる。

⑶　平成21年度の予算措置及び実行状況
平成21年度までに政府貸付出資金が170億5,638万円

措置され、平成21年度の木材産業等高度化推進資金の
貸付枠は1,268億円であった。

平成21年度末の資金種類別貸付状況は、表23のと
おりであり、貸付件数1,554件、貸付金額401億円となっ

ている。

表23　資金種類別貸付状況（平成21年度末貸付総額）

4（独）農林漁業信用基金（林業信用保証制度）

信用基金の林業信用保証制度は、林業者等（林業種
苗生産業及び木材製造業を含む。）が林業の経営の改
善に必要な資金又は木材卸売業者等が木材の流通の合
理化に必要な資金を融資機関から借り入れる場合に、
その借入れ等に係る債務を保証するものである。この
ことを通じて林業及び木材関連産業の発展に資するた
めの資金の融通の円滑化を図っている。

信用基金の林業信用保証制度の資本金は政府・都道
府県・林業者等の三者の出資金からなっている。

平成21年度の業務状況は次のとおりである。
なお、信用基金は、平成15年10月１日に、独立行政

法人となっている。
⑴　出資の状況

平成20年度末の出資金の総額は120億8,411万円であ

表23 資金種類別貸付状況（ 21年度末貸付総額)

資 金 種 類 貸付額 構成比

(億円) (％)

事業経営改善計画

素材生産合理化資金(運転資金) 270 67

素材生産資金 51 13

素材引取資金 219 55

素材転換促進資金 - -

製品流通合理化資金(運転資金) 60 15

間伐等促進資金(運転資金) 39 10

構造改革促進資金（運転資金） 15 4

新規市場開拓支援資金 0 0

木材加工流通システム整備資金

(設備資金) - -

木材高度利用加工資金 - -

木材市場整備近代化資金 - -

主産地育成整備資金 - -

構造改善計画

経営高度化促進資金(運転資金) 17 4

立木等引取資金 10 3

資源循環推進資金 - -

チップ等安定供給資金 - -

木材加工資金 5 1

高度加工資金 1 0

木材需要拡大資金 - -

原木確保協定促進資金 1 0

林業経営高度化推進資金

(運転資金) 1 0

計 401 100

(注) 四捨五入のため内訳と計は必ずしも一 致してい

ない。

平成
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る。平成21年度においては、国及び都道府県による出
資が行われたことにより、平成21年度末の出資総額は
190億309万円である。（表24）

なお、平成21年度末については集計中であることか
ら、参考までに平成20年度末の林業者等の出資額累計
の内訳は会社22億8,605万円、組合6億7,876万円、個人
5億3,150万円となっている。

表24　平成21年度末出資状況

⑵　債務保証の状況
平成21年度の保証額を保証対象資金の種類別にみる

と、製材が66％、素材生産が20％と両業種で86％を占
めるほか、木材産業等高度化推進資金に係るものが
36％となっている。

平成21年度の融資機関別保証実績をみると、地方銀
行が全体の53％を占めている。（表25）

なお、平成21年度の代位弁済額は16億8,059万円（前
年度26億5,219万円）で、前年度に比べ9億7,160万円減
少した。（表26）

表25　平成21年度融資機関別保証実績

表26　代位弁済額の推移

第８節　林業技術対策

１　研究開発体制の整備

⑴　研究開発の戦略的推進
森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ

健全な発展、木材の安定供給体制の整備等に対応した
研究・技術開発の効果的・効率的な推進を図るため、
平成19年１月に策定した「森林・林業・木材産業分野
の研究・技術開発戦略」に基づき試験研究及び技術開
発を推進している。

　試験研究に当たっては、国と独立行政法人森林総
合研究所及び都道府県等がそれぞれの特性を活かした
分担協力を行う等一層の連携を図りつつ、一体的な推
進を図るため、全国を６ブロックに分け林業研究開発
推進ブロック会議を開催した。

また、多様な樹種を対象に品種の開発等に係る研究
から種苗の生産・配布までを内容とする林木育種につ
いては、平成19年２月に策定した「林木育種戦略」に
基づいて推進をしている。

林木育種事業の推進に当たっては、国と独立行政法
人森林総合研究所及び都道府県等の関係機関との密接
な連携の下、効率的かつ効果的な実施のために、５つ
の育種基本区ごとに林木育種地区協議会を開催した。

⑵　独立行政法人の試験研究
独立行政法人森林総合研究所は、平成13年４月に独

立行政法人に移行し、森林及び林業に関する総合的な
試験及び研究等を行うことにより、森林の保続培養を
図るとともに林業に関する技術の向上に取り組んでい
る。

また、独立行政法人林木育種センターは、平成13年
４月に独立行政法人に移行し、林木の育種事業及びこ
れにより生産された種苗の配布等を行うことにより、
林木の優良な種苗の確保を図ることに取り組んでき
た。

平成19年４月に森林・林業に関する試験研究等の業
務と、林木の新品種の開発等の業務について両者の連
携を図り、効率的・効果的な業務運営を推進する観点
から、独立行政法人森林総合研究所は独立行政法人林
木育種センターを統合した。

森林総合研究所は、
ア　森林・林業・木材産業における課題の解決と新た

な展開に向けた開発研究
鉉　地球温暖化対策に向けた研究
鉤　森林と木材による安全・安心・快適な生活環境

表24 平成21年度末出資状況

区 分 出資者数 出資額 構成比

(万円) (％)

政 府 1 1,177,057 62

都道府県 47 373,621 20

林業者等 5,887 349,631 18

(注) 政府の出資額には、貸付資金及び寄託資金に係

る出資は含まれていない。また、林業者等の出資

者数については平成21年度末は集計中であること

から平成20年度末の数字である。

表25 平成21年度融資機関別保証実績

融資機関 金 額 金額構成比

(百万円) (％)

農林中金 1,121 2

商工中金 4,428 8

都市銀行 3,340 6

地方銀行 27,898 53

第二地方銀行 6,594 12

信用金庫 7,098 14

その他 2,671 5

合 計 53,150 100
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の創出に向けた研究
鉈　社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用

に関する研究
イ　森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向け

た基礎研究
鉉　新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明
鉤　森林生態系の構造と機能の解明
について、重点的に研究を推進するとともに、林木
育種事業の中核機関として、国、都道府県等の関係
機関との密接な連携を図った林木育種事業を推進す
る等、政策ニーズに密接に対応した課題に取り組み、
その着実な実施を行った。

これら試験研究等を実施するために平成21年度の
運営に要した経費は101億2,414万円であった。
⑶　都道府県等の行う試験研究に対する指導・助言・

助成
森林総合研究所の行った基礎的研究を基に、地域の
実情等に合った実用的な試験研究を行っている都道

府県等に対し、林業研究開発推進ブロック会議等で試
験研究に対して指導・助言を行うとともに、沖縄県の
林業試験研究に必要な経費の一部を助成した。

２　技術開発の推進

⑴　林業機械開発事業
林業の機械化の促進を図るため、平成21年度には①

森林整備の効率化に資する高性能林業機械等の開発・
改良を実施し、②低コスト・高効率な作業システムの
構築等に助成した。
①森林整備効率化支援機械開発等

大径木対応型ハーベスタヘッド、伐倒機構付アタッ
チメント、ホイルタイプ高速運材車の開発・改良を実
施した。
②低コスト作業システムの構築等

路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高
効率な作業システムの開発、現地モデル林における実
証や現地研修等に助成した。
⑵　森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
林地残材や間伐材等の未利用森林資源活用のため、

先進的な技術を活用し、木質バイオマスを原料とし
てナノカーボンやバイオ燃料等のマテリアルやエネ
ルギーに変換して利用するための新たな製造技術の開
発・実証を行った。

⑶　木材抽出成分高度利用技術開発事業
木材の抽出成分を利用した新たな効用検証や事業化

を促進するため、民間団体の研究成果や技術を活用し
て特定防除資材、塗料、香料等としての抗菌作用、交

感神経抑制作用、かゆみ抑制作用等を検証し、製品開
発や抽出技術等の研究・技術開発の支援を行った。

⑷　花粉発生源対策
社会問題化しているスギ等の花粉症について、県庁

所在地等の人口の集中する地方都市を対象にスギ花粉
の発生源地域を推定する調査及びヒノキ雄花の観測技
術の開発に取り組んだ。

３　林業普及指導事業

林業普及指導事業は、森林法第187条第１項に規定
する林業普及指導員を適正に配置し、の者が森林所有
者等に対し、林業に関する技術及び知識の普及と森林
施業に関する指導等を行うとともに、青少年を始めと
する国民各層を対象とする森林・林業への理解や啓発
に必要な施設等の整備並びに林業後継者の育成・確保
を図ることにより、林業技術の改善、林業経営の合理
化、森林の整備等を促進し、もって林業の振興を図り、
森林の有する諸機能の高度発揮に資することを目的と
するもので、平成21年度は次のような事業を実施した。

⑴　林業普及指導事業交付金
林業普及指導員の設置のほか、普及指導活動の効率

的推進を図るため、普及指導活動に必要な機材等の整
備、普及車両の配備、普及指導員の巡回指導、試験研
究の成果の現地適応化、普及指導員の研修、普及指導
員が計画的に行う情報活動として林業機械稼働実態等
の特定情報調査及び技術情報の整理分析等の実施につ
いて必要な経費を都道府県に助成した。

⑵　森林・林業・木材産業づくり交付金
森林の多様な利用･緑化の推進

青少年の継続的な体験活動を通じた森林環境教育の
推進の場、市民参加や後継者育成に資する林業体験学
習の場等としての森林・施設の整備について必要な経
費の一部を都道府県等に助成した。

⑶　林業経営者育成確保事業
人材育成の充実・強化に向けた調査、体系的で高度

な中堅林業技術者養成、森林･林業関係学科の高校生
に対する林業経営・就業体験、新たに林業経営を手が
ける森林所有者に対する情報提供等について必要な経
費を民間団体に助成した。
⑷　吸収源対策森林施業推進活動緊急支援事業

森林吸収源対策としての森林整備を推進するため、
施業意欲が低下した森林所有者に対する働きかけ、林
況調査、研修、施業技術の現地実証等について必要な
経費を民間団体に助成した。
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第９節　国有林野事業

１　国有林野事業の現状

国有林野は、我が国の国土面積の２割、森林面積の
３割に当たる758万haに及んでいる。その多くが奥地
脊梁山地や水源地域に分布しており、貴重な野生動植
物が生息・生育している森林や原生的な天然林も多く
残されていることから、森林のもつ国土の保全、水源
のかん養、自然環境の保全等の公益的機能の発揮に大
きな役割を果たしている。

国有林野事業は、こうした国有林野の管理経営を行
うための事業であり、昭和22年の発足以来、独立採算
性を前提とした特別会計制度によりその使命を果たし
てきた。また、戦後の復興期から高度経済成長期にか
けては、増大する木材需要に応えるとともに、事業収
益の一部を一般会計に繰り入れるなど国の財政にも貢
献した。

しかし、昭和40年代後半以降、木材輸入の増加等に
よる木材価格の低迷、資源的制約や自然保護への配慮
による伐採量の減少等から財務状況が急速に悪化し
た。その結果、昭和51年度からは財政投融資資金を借
り入れるようになり、その後、４次にわたり「国有林
野事業の改善に関する計画」を策定し経営改善に努め
たものの、引き続き木材価格が低迷したこと及び土地
価格が低迷したことなどにより債務は累増した。

このようなことから、国有林野事業が将来にわたっ
てその使命を十全に果たせるよう、平成８年度から平
成９年度にかけて、林政審議会や行政改革会議、財政
構造改革会議等において国有林野事業の改革の方向等
について幅広く論議・検討された。

国有林野事業では、これらの論議・検討を踏まえて
平成10年10月に成立した国有林野事業改革関連２法に
基づき、平成15年度までを集中改革期間とし、

①　木材生産に重点をおいた管理経営から、公益的
機能の維持増進を旨とする管理経営への転換

②　組織・要員の徹底した合理化、縮減による簡素
で効率的な管理経営体制の確立

③　独立採算性を前提とした特別会計制度を見直
し、一般会計繰入を前提とした特別会計制度に移
行

④　累積債務の本格的処理
を柱とした改革を推進している。

具体的には、国有林野の管理経営の方針を明確にす
るとともに、国民共通の財産にふさわしい透明性の高

い管理経営を行うため、国民の意見を広く聴いた上で、
「国有林野の管理経営に関する基本計画」（以下「管理
経営基本計画」という。）を平成15年12月に改定し（現
行計画は、平成20年12月に再度改定したもの）、集中
改革期間に築いた基礎の上に立って、開かれた「国民
の森林」の実現に向けた取組を本格的に推進している。

前述の改革の４つの柱に即して、推進状況を要約的
に述べれば、以下のとおりである。

第１の公益的機能重視の管理経営については、森林
の機能類型を「水土保全林」、「森林と人との共生林」
及び「資源の循環利用林」に再編し、木材生産のため
の森林（資源の循環利用林）を５割から１割に縮小す
るとともに、国土の保全等のための森林（公益林）を
5割から9割に拡大し、100年程度の長い周期で伐採や
植林を繰り返す長伐期施業や育成複層林施業等の非皆
伐施業を積極的に推進している。

第２の組織・要員の徹底した合理化、縮減による簡
素で効率的な管理経営体制の確立については、まず、
国の業務は森林の保全管理等の行政的な業務に限定す
るとともに伐採、造林等の事業の実施は全面的に民間
委託することとした。こうした考え方の下で、国有林
野を管理経営する組織については、平成11年３月に、
中央機関として林野庁国有林野部、地方機関として森
林管理局、森林管理署・支署に再編している。これら
と併せ、職員数の適正化にも取り組み、国有林野事業
に係る組織を簡素かつ効率的なものとしている。

第３の一般会計繰入を前提とした特別会計制度への
移行については、平成10年10月の国有林野事業改革関
連２法の施行に伴い平成10年度以降、公益林の保全管
理等に必要な経費等について安定的・継続的に一般会
計からの繰入が行われている。

第４の累積債務の本格的処理に関しては、国有林野
事業改革関連２法の施行に伴い、累積債務約3.8兆円
のうち、約2.8兆円を一般会計へ承継し、残りの約1.0
兆円は国有林野事業特別会計で利子補給を受け、累増
を防止しながら、借り換えることにより、将来におい
て返済することとした。

平成21年度においては、間伐等森林整備の積極的な
実施等による地球温暖化防止への寄与や伝統的木造建
築物などの修復等に必要な木材の供給を行う木の文化
を支える森づくりなど新たな国民の期待や林政の課題
に応えるための取組を進めた。さらに、森林環境教育、
森林とふれあう機会の提供や国民参加の森林づくりの
推進に取り組んだ。
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２　国有林野事業の主要事業

⑴　販　売　事　業
販売事業は、国有林から生産される林産物を立木、

丸太等の形で販売する事業であり、林産物の需給安定
や地域産業の振興等にも十分配慮しつつ実行してい
る。

平成21年度に国有林野で伐採された立木は780万㎥、
その伐採量のうち立木販売等に係るもの430万㎥、丸
太生産の資材としたもの350万㎥であった。

また、官行造林地からの官収分は25万㎥であった。
⑵　製品生産事業

製品生産事業は国有林に生育する立木を資材とし
て、国が丸太等を生産する事業である。

この事業は、森林の多面的機能の発揮の観点から、
森林の主要な機能の一つである木材生産機能の発揮の
ため、需要者のニーズを踏まえつつ、計画的・安定的
な木材の供給等を目的として実行しているものであ
る。

平成21年度は、196万㎥の丸太の生産を行った。
⑶　林　道　事　業

林道事業は、国有林野の管理経営に必要な林道等の
新設・改良・修繕を行う事業である。

林道は、林産物の搬出、造林の実施及びその他森林
の有する多面的機能を確保するための森林管理にとっ
て欠くことのできない施設であるとともに、公道や民
有林林道等と道路網を形成し、地域住民の日常の生活
利用や地域経済の発展など農山村地域振興にも大きな
役割を果たすものであり、長期的視点に立って計画的
にこれを整備することとしている。

このため、平成21年度は林道事業に一般会計から
132億910万円の繰入れを行い、1,088㎞の林道新設・
改良の事業を行った。

⑷　造　林　事　業
造林事業は、伐採跡地及び無立木地に樹木の植栽等

を行うとともに、これを保育・保護する事業である。
この事業は森林の有する公益的機能を充実させると

ともに、将来の森林生産力の増進を図るため、長期的
視点に立って、計画的かつ着実に事業を実施する必要
がある。

このため、平成21年度は一般会計より581億円の繰
入れを行い、新植植付５千ha、育成天然林造成３千
ha、保育20万１千ha等の事業を行った。

⑸　国有林治山事業
国有林治山事業については、国土の保全等公益的機

能の維持増進を図るため、平成21年度に策定された森

林整備保全事業計画に基づき計画的な実施に努めてい
る。

平成21年度においては、全額一般会計からの繰入に
より事業費417億円をもって実施した。

⑹　国有林野の測定事業
測定事業は、国有林野の境界（延長約10万5千㎞，

境界点数約359万点）を管理し、境界標を保全整備す
る事業である。

平成21年度は、測量成果を基に境界標を改設復元す
る境界検測及び境界の見回り等を行う巡検・巡視に重
点を置き、境界検測571㎞、境界検測予備調査4,774㎞、
境界巡検・境界巡視99,170㎞等の事業を実施した。

３　国有林野事業特別会計の財務状況

国有林野事業特別会計は､ 国有林野事業を国有林野
の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的
に運営し、その健全な発達に資するため、国有林野事
業等に関する経理を明確にすることを目的に特別会計
に関する法律（平成19年法律第23号、以下「法」とい
う。）に基づき設置されたものである。

この会計の平成21年度の決算は、次のとおりである。
⑴　歳　入　歳　出

ア　歳入の部
収納済歳入額は、4,980億円であって、これを歳

入予算額4,875億円に比べると105億円の増となっ
た。その要因の主なものを科目別にみると、業務収
入では林産物の販売単価が予定を下回ったこと等に
より88億円減少し、一般会計より受入では前年度か
らの繰越事業があったこと等のため192億円の増と
なった。

イ　歳出の部
歳出予算現額は、5,418億円であって、その内容

は歳出予算額4,874億円、前年度繰越額543億円で
あった。この予算現額に対して、支出済歳出額は
4,882億円、翌年度繰越額は354億円、不用額は182
億円であった。

なお、翌年度繰越額の内訳は、法第170条の規定
による支出未済繰越額210億円、明許繰越額139億円
及び事故繰越額５億円であった。また、不用額は、
育林事業等に係る森林整備事業費が予定を下回った
こと等により生じたものである。

⑵　　損　益　計　算
総収益額1,518億円に対し、総費用額1,753億円とな

り、その差235億円を損失として計上した。この損失は、
法第165条第２項ただし書の規定により翌年度に繰り
越して整理することとして、決算を結了した。
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なお、本年度の損失は、平成20年度の損失278億円
に比べ43億円の減となった。その要因の主なものは、
費用において、独立行政法人の出資金の承継損を計
上する必要がなかったこと等によるものである。（表
27、28）

表27　損益計算書
（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）

	 費　　　用	 収　　　益

	 科　目	 金　額	 科　目	 金　額
	 	 （億円）	 	 （億円）

経 　 営 　 費	 442	 売 　 上 　 高	 205
治 山 事 業 費	 703	 林 野 等 売 払	 47一 般 管 理 費	 190	 収 　 　 　 入
及 販 売 費	 	 財 産 貸 付 料	 52減 価 償 却 費	 230	 等 収 入
支 払 利 子	 167	 一 般 会 計	 1,158資 産 除 却 損	 20	 よ り 受 入
雑 　 　 　 損	 0	 　森林保全経費	 319	 	 　等 財 源 受 入
	 	 　治山事業費財	 656	 	 　源 　 受 　 入
	 	 　利子財源受入	 183
	 	 地方公共団体工	 47	 	 事費負担金収入
	 	 雑 　 収 　 入	 10
	 	 雑 　 　 　 益	 0
	 	 本 年 度 損 失	 235
	 計	 1,753	 計	 1,753

表28　貸借対照表
（平成22年３月31日現在）

	 借　　　方	 貸　　　方

	 科　目	 金　額	 科　目	 金　額
	 	 （億円）	 	 （億円）

流 動 資 産	 467	 借 入 資 本	 13,105
固 定 資 産	 72,978	 自 己 資 本	 64,551
繰 越 欠 損 金	 3,976
本 年 度 損 失	 235
	 計	 77,656	 計	 77,656

（注）　四捨五入により計が一致しない場合がある。

４　国有林野の活用等

国有林野事業は森林・林業基本法（昭和39年法律第
161号）第５条の規定の趣旨に即して、国土の保全、
水資源のかん養、自然環境の保全、国民の保健休養の
場の提供等の公益的機能の維持増進を図るとともに、
林産物を持続的に供給するほか、国有林野の活用等に
より地域住民の福祉の向上と地域産業の振興に寄与し
ている。

⑴　国有林野の活用
ア　農林業の構造改善等のための国有林野の活用につ

いては、国有林野の活用に関する法律（昭和46年法
律第108号）第3条の規定に基づいて、その活用を積
極的に推進した。

活用決定面積は平成21年度末現在で次のとおりで
ある。

農業用活用実績面積	 5万6千ha
林業用活用実績面積	 2万7千ha

イ　一般地元施設としての活用
一般地元施設制度は国有林野の所在する地域にお

ける産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与するた
め、国有林野の貸付け・分収造林及び共用林野の契
約等を行うものであるが、その実績は平成21年度末
現在で、貸付使用面積７万６千ha、分収造林契約
面積12万８千ha、共用林野契約面積132万１千haと
なっている。

⑵　国有林分収育林事業
分収育林事業は昭和59年に国有林に創設され、以来、

国民参加による森林づくり事業として国民の緑資源確
保に対する要請に応えるとともに、国有林野の森林資
源の整備充実を図るため、実施してきたところである。

分収育林契約では国と国以外の者（契約者）との間
で国有林野の一定の土地に生育している樹木を共有
し、契約者に当該樹木に係る持分の対価及び保育・管
理に要する費用を負担してもらい、伐採時に販売代金
を国と契約者とで分収することとしている。

分収育林は、これまで８万６千人の緑のオーナーの
参加を得て森林整備が図られてきたところであるが、
平成10年の国有林野事業の抜本的改革により、公益的
機能を重視した管理経営に転換したことなどから、分
収育林の適地が減少している状況を踏まえ、法人等が
社会貢献活動の一環として実施する「法人の森林」を
除き、平成11年度から公募を休止しているところであ
る。

なお、平成11年度から分収木（主伐）の販売を行っ
ており、平成21年度には全国87箇所で分収を行った。
平成21年度末までの契約実績（累計）は次のとおりで
ある。

契約面積	 2万6千（ha）
契約口数	 10万5千（口）
契約者数	 8万6千（人）

⑶　森林空間総合利用事業
森林空間に対する多様な要請に対応するため、森林

の持つ保健・文化・教育的機能を他の機能との調整を
図りつつ高度に発揮させることとし、「レクリエーショ
ンの森」を中心として森林空間の総合利用を積極的に
展開し、併せて地域振興に寄与することとしている。
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また、森林ボランティア活動のためのフィールド
や、森林環境教育のためのフィールドの提供を行って
いる。

主なものは次のとおりである。
○レクリエーションの森（平成21年４月１日現在）
	 1,119箇所

	・自然休養林	 89箇所
	・自然観察教育林	 163箇所
	・風景林	 492箇所
	・森林スポーツ林	 61箇所
	・野外スポーツ地域	 204箇所
	・風致探勝林	 110箇所

○ふれあいの森協定（平成22年３月31日現在）
	 132箇所
○遊々の森協定（平成22年３月31日現在）
	 162箇所

５　国有林野事業の労働情勢（平成21年度）

国有林野事業の労使間においては、業務運営、財政
の健全化、国有林野事業の改革等に係る諸課題につい
て論議、疎通を行った。

全国林野関連労働組合は、７月25日から７月26日に
かけて東京都内で開催した「第５回定期全国大会」に
おいて、

⑴　森林・林業基本計画に基づく関連施策等の着実
な実行と、地球温暖化防止森林吸収源対策に係る
森林整備等の推進を図るため、予算関連措置と林
野庁における新たな公的森林整備を求める取組を
進めること

また、林業労働力確保対策と山村対策を一体化
させ、「林業労働力の確保の促進に関する法律」
に係る基本方針などの見直しに対しては、「林業
事業体と林業労働者に係る要求（案）」に基づき
取組を進めること

⑵　行革推進法に基づく国有林野事業の「一般会計
化・独立行政法人化の検討」に対しては、二分化
せず「全て一般会計組織」とし、組織・要員の充
実と国有林野事業の改革における労使合意等に基
づく検討を求める取組を進めること

また、国有林野事業の健全化に向け、民有林と
国有林の一層の連携を図らせるとともに、業務運
営の適切な推進と、賃金をはじめとする労働条件
課題等の解決に向けて、中央・地本・分会が一体
となって取組を進めること

⑶　無所属者の組織化と新規採用者の全員組織化に
向け取組を進めること

⑷　森林･林業・木材関連産業政策の推進に向け、
中央・地方において、連合及び公務労協等の関係
団体と連携を図り取組を進めること

また、関係する国際組織との連携強化に向けた
取組を進めること

⑸　2010春季生活闘争については、連合、公務労協
及び国営関係部会の統一闘争を重視し、取組を進
めること

また、各種手当の引き上げ等を求める取組を進
めること

⑹　公務員の制度改革については、引き続き連合及
び公務労協における「労働基本権確立・公務員制
度改革対策本部」と連携を図り、民主的公務員制
度改革の実現を目指し取組を進めること

また、農林水産省改革に対しては、これまでの
労使の信頼関係に基づいた対応を求める取組を進
めること

等が決議された。
こうした情勢の中、国有林野事業は、「国民の森林」

の実現に向けて、公益的機能重視の管理経営を推進し
ていく中で、労働組合との共通の認識の醸成に努め、
相互理解と信頼に基づき、改革を推進するよう努めた。

第10節　森林国営保険

１　事業の概要

森林国営保険は森林国営保険法（昭和12年法律第25
号）に基づき、民有林人工林等を対象に保険契約を結
び、火災、気象災（風害、水害、雪害、干害、凍害、
潮害）及び噴火災によって受ける損害のてん補を行っ
ている。現在、自然災害を対象とする森林保険は、国
営保険のみである。

平成21年度末の森林国営保険の加入状況は表29の
とおり、105万8千haで、民有林人工林面積の13.3％に
当たっており、齢級別に見ると、Ⅰ、Ⅱ齢級（林齢
１年生〜 10年生）の幼齢林では、加入面積14万haで、
対象面積の62％を占めている。平成21年度予算におい
ては、新規契約及び継続契約の確保等加入拡大に努め、
特に中高齢林の加入率を高めることとし、歳入につい
ては、最近の保険加入実績等を基礎とし、保険契約面
積377,290ha（前年度414,500ha）を予定した。

この計画に伴う歳入は表30のとおり保険料収入28
億5,860万円、前年度繰越資金受入80億9,806万6千円、
預託金利子収入を主体とする雑収入2億8,499万7千円
で、合計112億4,166万3千円を予定した。これは、前
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年度歳入予算額119億5,592万3千円に比べ7億1,426万円
の減となっている。

また、歳出は契約森林に対する損害の補てんに充て
る支払保険金等が20億1,189万9千円、保険業務を運営

するために必要な事務費14億7,023万8千円、予見し難
い予算の不足に充てるための予備費15億円で、合計50
億1,365万6千円を予定した。

表29　森林国営保険の齢級別加入状況（平成21年度末現在）

表30　歳入歳出予算額

２　保険契約・てん補の状況

⑴　保険契約
平成21年度の保険契約の実績は表31のとおり、保

険金額では4,321億2千万円となっており、対前年度比
で2.4.％の減となっている。

表31　平成21年度保険契約実績

既往の契約保有高に新規契約分を加えたものから21
年度中に期間満了となるものを差し引いた平成21年度
末の契約保有高は、面積105万8,365ha、保険金額1兆
543億1,881万円となったが、これは、前年に比べ、面
積50千haの減、保険金額で445億4,923万円の減となっ
てる。

表 30 歳入歳出予算額

（単位：千円）

項 目 平成20年度 平成21年度

森 林 保 険 収 入 11,656,267 10,956,666

保 険 料 2,938,600 2,858,600

前年度繰越資金受入 8,717,667 8,098,066

雑 収 入 299,656 284,997

歳 入 合 計 11,955,923 11,241,663

森 林 保 険 費 2,356,340 2,043,418

賠 償 償 還 及 払 戻 金 34,530 31,519

保 険 金 2,321,810 2,011,899

事 務 取 扱 費 1,451,286 1,470,238

予 備 費 1,500,000 1,500,000

歳 出 合 計 5,307,626 5,013,656

表 31 21年度保険契約実績

保険金額（百万円）

齢 級 平成20年度 平成21年度 対前年

Ⅰ 22,567 21,257 94.2%

Ⅱ 4,907 4,960 101.1%

Ⅲ 15,958 15,270 95.7%

Ⅳ 18,528 16,768 90.5%

Ⅴ以上 380,974 373,868 98.1%

計 442,934 432,123 97.6%

注）四捨五入の関係により計と一致しない場合がある。

⑵　損害てん補
平成21年度の災害別の保険金支払実績は、表32の

とおで4億2,427万円（面積695ha）である。

表32　平成21年度災害別損害てん補実績

３　森林保険特別会計の収支状況

この事業は、特別会計に関する法律（平成19年法律
第23号）に基づき森林保険特別会計を設置し運営して
いる。

平成21年度の収納済歳入額は106億2,836万円、当初
予算に比べ6億1,331万円の減となった。一方、支出済
歳出額は17億1,247万円で、歳入歳出の差し引きは89
億1,589万円の剰余を生ずることとなるが、次年度へ
繰越す未経過保険料及び支払備金に相当する額74億
3,477万円を控除するので、決算上は14億8,112万円の
剰余を生ずることとなる。この剰余金については、特
別会計に関する法律第154条第1項の規定により、積立
金として積み立てることとして、決算を結了した。
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第１節　資源管理の推進

１　我が国周辺漁業資源調査等

我が国周辺水域における水産資源について適切な管
理と持続的利用の科学的基礎となる資源評価を実施
するため、TAC対象魚種や資源回復計画対象魚種等
主要な水産資源52魚種84系群について、独立行政法人
水産総合研究センターを中心に産学官の連携を図りな
がら資源調査を実施するとともに、資源の水準・動向
やTAC設定の基礎となる生物学的許容漁獲量（ABC）
等の資源評価結果について公表を行った。

２　我が国周辺水域の水産資源の管理

⑴　資源回復計画の作成・実施
平成14年度より緊急に資源の回復を図ることが必要

な魚種について、全国又は海域レベルで、休漁等を含
む漁獲努力量の削減や資源の積極的な培養、漁場環境
の保全等の資源回復措置を計画的に講じる資源回復計
画（魚種別計画）を作成し、平成17年度からは、定置
網や底びき網等の漁業種類に着目した多魚種にわたる
包括的資源回復計画の作成に着手した。

水産庁は回復計画の円滑な作成及び進行管理を図る
ため、関係漁業者の意見のとりまとめを行うための漁
業者協議会の開催等への支援を実施している。

平成21年度においては、都道府県の地先資源におけ
る魚種別計画として、長崎県対馬海域アマダイ資源回
復計画が作成された。

また、回復計画に基づき作成される漁獲努力量削減
実施計画により、漁業者が自主的に行う休漁等につい
て、漁業経営への影響に配慮した支援措置を行った。
⑵　漁獲可能量制度及び漁獲努力可能量制度の的確な

推進
我が国は平成8年の「国連海洋法条約」締結に際し

て、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」（平
成８年法律第77号。以下「法律」という。）を制定し、
平成９年から６魚種（さんま、すけとうだら、まあじ、
まいわし、まさば及びごまさば、ずわいがに）を対象

に、法律に基づく漁獲可能量（以下「TAC」という。）
管理を開始した。平成10年からは、するめいかが追加
され、現在７魚種を対象にTAC管理を行っている。

また、平成13年に法律を一部改正し、漁獲努力可能
量（以下「TAE」という。）制度を創設し、対象魚種
として平成14年にあかがれい、さめがれい、さわら、
とらふぐ、やなぎむしがれいの５魚種を指定し、その
後、平成15年度にはまがれい、平成16年にはいかなご、
やりいか、平成17年にはまこがれいが追加され、現在
９魚種を対象にTAE管理を行っている。

TAC及びTAEの管理に当たっては、法律に基づく
「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」を
策定している。この基本計画は、法律に基づく基本方
針、資源ごとの動向、TAC、TAEに関する事項を規
定しており、資源ごとの動向、漁業の経営その他の事
情を勘案して検討を加え、必要に応じた変更を行って
いる。

なお、平成18年度において、基本計画にTAC魚種
毎の中期的管理方針を定め、平成19年から５年間程度、
方針に則った管理を行っている。

また、設定されたTAC及びTAEについては、ネッ
トワークシステム等により、適切な管理を行っている。

３　持続的養殖生産の推進

我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、現在で
は沿岸漁業の重要な位置を占めるようになった。

その一方で、これまでの成長の過程をみると、養殖
業の発展に伴い生産量の増大を目的とした過密養殖や
過剰な餌料投与が各地で見受けられたこともあり、国
内の多くの養殖漁場において環境が悪化する傾向に
あった。このような養殖漁場環境の悪化は、養殖水産
動植物の伝染性疾病の発生及びまん延の原因にもつな
がり、最終的にはその漁場における養殖自体を不可能
にしかねないものであった。

また、生産コスト削減の観点から、養殖用の種苗を
海外に依存する傾向が高まってきており、海外から養
殖水産動植物の伝染性疾病が侵入する危険性も高まっ
ていた。

このような状況に対処するため、平成11年5月、養

第12章　水　産　庁
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殖漁場の改善を促進するとともに、特定の養殖水産動
植物の伝染性疾病のまん延を防止することを定めた

「持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）」を制
定した。

この法律に基づく漁場改善計画については、平成22
年１月末現在で21道県で、356の計画が作成され知事
等の認定を受けており、養殖漁場の環境は改善されつ
つある。なお、全国の養殖生産量のうち、これらの計
画を策定した漁場における生産量は74.5％を占めてい
る。

４　溯河性さけ・ます人工ふ化放流事業

さけ・ます類は、食料の安定供給、北日本における
漁業の振興を図る観点から、その資源の持続的利用の
重要性は高く、水産資源保護法（昭和26年法律第313号）
において、「農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のう
ちさけ及びますの個体群の維持のために独立行政法人
水産総合研究センターが実施すべき人工ふ化放流に関
する計画を定めなければならない。」とされている。

国際的には、「北太平洋における溯河性魚類の系群
の保存のための条約」において母川国が第一義的な利
益と責任を有するとともに、適正な資源管理義務が課
せられている。また、「第三次生物多様性国家戦略」（平
成19年11月27日閣議決定）において、さけ・ます増殖
事業の推進に当たっては、「北太平洋の生態系との調
和を図り、生物として持つ種の特性と多様性を維持す
ることに配慮する。」とされている。

このように、さけ・ます資源の持続的利用を図ると
ともに、その適正な資源管理を推進することが重要と
なっている。

21年度は、「広域連携さけ・ます資源造成推進事業」
として、民間団体が全国的に連携し、大型種苗の適期
放流等による回帰率の向上を通じた、効率的なさけ・
ます資源の造成を促進する取組に対する支援を行っ
た。

また、さけ・ます資源の効率的な造成を図るため、
さけ・ます増殖施設の整備に対しても継続して支援を
行なった。

表１　�21年度センターが実施すべき人工ふ化放流計画（農
林水産大臣が水産政策審議会の答申を受けて定めた
計画）

� 魚種� 放流数（千尾）
� さけ� 129,000
� からふとます� 7,200

� さくらます� 2,700
� べにざけ� 150

表２　21年度北海道、本州における人工ふ化放流計画

� 魚種� 地　域� 放流数（千尾）
� さけ� 北海道� 876,400
� � 本　州� 798,199
� からふとます� 北海道� 127,000
� さくらます� 北海道� 4,523
� � 本　州� 6,529

表３　21年度さけ・ます人工ふ化放流関連予算
（千円）

広域連携さけ・ます資源造成推進事業費� 619,100
強い水産業づくり交付金� 7,674,167の内数
　（うち、さけ・ます増殖施設の整備）

５　内水面漁業振興対策事業

内水面漁業・養殖業は、淡水性魚介類の供給、種苗
放流等を通じた水産資源の維持増大、釣り等レクリ
エーションの場の提供、中山間地域等における就業機
会の創出、漁業活動を通じた内水面の環境保全等に寄
与しており、近年、国民の自然環境の保全等に対する
意識が高まるとともに余暇時間が増大していく中、健
全な親水性レクリエーション等を通じたゆとりや潤い
のある国民生活と余暇活動の提供などその役割は一層
重要なものとなっている。

他方、内水面漁業・養殖業を取り巻く環境は、流域
の改変、河川流量の減少などによる水生生物の生息環
境の悪化に加え、ブラックバス等外来魚の生息域の拡
大やカワウの急激な増加による食害問題などの生態系
の変化、アユ冷水病やコイヘルペスウィルス病の蔓延
などますます厳しい状況にある。

このような状況を踏まえ、内水面における生物生息
環境の保全、水産動植物の増養殖の推進、地域の活性
化等を図るため、各種の対策を講じているところであ
る。

21年度は、生態系との調和、地域特性の活用、他産
業との連携等を念頭におき、内水面資源の増養殖等基
盤施設や内水面漁業近代化等施設の整備に対する支援
を行った。

また、広域的に連携して行われるカワウの生息状況
調査や追い払い・捕獲、外来魚駆除に対する支援、漁
業者が取り組む生育環境改善の活動や内水面生態系の
復元・保全に関する幅広い理解と協力を促進するため
の実践的な取組に対する支援を行った。

さらに、漁場環境の改善を促進するための漁場環境
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調査指針の作成、水系ごとに異なる渓流魚の遺伝的多
様性を維持した移植方法や生息場所の復元技術の開
発、効率的・効果的な駆除を推進するための外来魚抑
制管理手法の開発、生態系等に配慮した増殖指針の作
成を行った。養鰻業については、我が国と台湾、韓国
の生産者間での民間協議や親鰻放流、適正養殖規範の
普及に対する支援を行った。

平成16年に発生した新潟中越地震及び平成19年に発
生した新潟中越沖地震で大きな影響を受けているコイ
養殖業の振興を図るため、魚病の検査等に対する支援
を行った。

表４　21年度内水面関連予算
（単位：千円）

健全な内水面生態系復元等推進事業費� 336,679
鰻供給安定化事業費� 29,990
強い水産業づくり交付金� 7,674,167の内数
　うち、

内水面資源増殖等基盤施設の整備
内水面漁業近代化等施設の整備
錦鯉生産地の震災復旧支援

６　漁場環境及び生態系の保全

⑴　赤潮及び貧酸素水塊による漁業被害防止のため、
有害赤潮プランクトンの生理・生態の解明、赤潮及
び貧酸素水塊の発生予察技術や防御技術の開発、養
殖ノリの色落ち被害の原因となるケイ藻赤潮の被害
対策を実施するとともに、プランクトン同定研修会
を開催した。また、赤潮情報ネットワークシステム
の高度化を図った。

⑵　原因者不明の油濁事故による漁業被害の救済と漁
場の保全を図るため（財）漁場油濁被害救済基金が
実施する救済事業等（防除清掃費の支弁、審査認定
事業、油濁被害防止対策事業等）に対し助成した。

⑶　希少水生生物の保全を図るため、現状把握や調
査研究内容の検討等を行うとともに、資源状況調査
データの総合的分析及び保全手法の開発等を実施し
た。

⑷　大型クラゲ等の有害生物による漁業被害防止対策
として、大型クラゲ発生源水域での日中韓による国
際共同調査、日本近海の出現状況調査、出現情報提
供、大型クラゲの混獲回避漁具の導入促進、有害生
物の駆除、陸上処理、トドの効果的な追い払い方法
の実証試験、出現実態や生態の把握調査等を実施し
た。

⑸　有明海における海域環境の改善と漁業の振興を図
るため、漁業者等からの意見を聞いた上で、二枚貝

資源の生産回復に資する海域環境改善技術の現地実
証として、底質等改善技術の開発及び微細気泡装置
による耕耘効果技術の開発を行った。

⑹　資源回復及び漁場生産力の向上を図るため、輪番
休漁の活用等により漁業者グループが行う資源回復
に寄与する藻場・干潟の整備や海岸清掃等の取組に
対し助成を行った。

（7）漂流・漂着ゴミ対策のため、漁業系資材の処理費
用の軽減方策やリサイクル技術の開発を行うととも
に、漁業活動中に回収した漂流物の処理を行う民間
団体に対し助成を行った。

（8）平成19年に策定された「農林水産省生物多様性戦
略」及び「第三次生物多様性国家戦略」を踏まえ、
漁業生産の基盤である漁場環境の保全など生物多様
性の保全と両立した持続的漁業生産の確立に資する
ため、漁場環境における生物多様性を評価するため
の指標の開発と定量化を行うとともに、化学物質の
有害性、蓄積実態、生物多様性や生態系への影響を
調査した。

（9）湖沼の漁場改善技術ガイドラインに即し、湖底耕
うん等の漁場改善活動に取組む民間団体に対し助成
を行った。

第２節　つくり育てる漁業の推進

１　栽培漁業振興対策

栽培漁業は、沿岸水産資源の維持増大施策の重要な
柱として、昭和38年度以降瀬戸内海に国の栽培漁業セ
ンターを設置し、主に種苗生産，放流等の栽培漁業の
技術開発を実施してきた。昭和52年度からは栽培漁業
の全国発展を図るため海区毎に整備することとし、平
成7年度までに16か所の栽培漁業センターを整備した。

さらに国の技術開発の成果をもとに種苗生産を行う
県営栽培漁業センターの基本施設の整備（昭和48 〜
58年度、全国37か所）に引き続き、増強施設の整備

（昭和55 〜 63年度、全国32か所）、拠点施設の整備（昭
和60 〜平成15年度）、新技術導入施設の整備（平成元
〜 15年度）、海区拠点施設の整備（平成６〜 15年度）、
種苗生産環境改良施設の整備（平成９〜 15年度）及
び資源回復支援施設の整備（平成16年度から）を進め
ている。

平成14年に成立した「独立行政法人水産総合研究セ
ンター法の一部を改正する法律」により、社団法人日
本栽培漁業協会は、平成15年10月１日に独立行政法人
水産総合研究センターと統合した。これにより、社団
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法人日本栽培漁業協会が委託事業として行っていた栽
培漁業に関する技術開発の業務については、独立行政
法人水産総合研究センターが実施することとなった。

また、都道府県には、資源回復計画の対象種等の種
苗生産に必要な施設整備について強い水産業づくり交
付金による支援を行った。

さらに、我が国周辺の水産資源が悪化している中、
資源回復計画、国際的な課題や海域環境悪化に対応し
た効率的・効果的な資源造成を図るため、各都道府県
における取組に加えて、関係都道府県との広域的に連
携した取組を通じて海域レベルでの適地放流を推進す
るための「栽培漁業資源回復等対策事業」に対して助
成した。

表５　平成21年度栽培漁業関連予算
（百万円）

独立行政法人水産総合研究センター
　試験研究・技術開発勘定運営費交付金　　13,930の内数
　施設整備費補助金　　2,832の内数

都道府県
　強い水産業づくり交付金　　7,674の内数
　　　うち、資源回復支援施設の整備

民間団体等
　栽培漁業資源回復等対策事業費　　129

２　海面養殖業の振興対策

我が国の海面養殖業は、水産物に対する国民のニー
ズの高度化・多様化に対応して発展を続け、海面漁業
全体の生産額の３割近くを占めるまでに成長してお
り、地域によっては中心的な産業になっている。

しかしながら、近年は供給過剰等により多くの養殖
水産物で価格の低迷が見られ、また、世界的な魚粉需
要の増加等により餌飼料の価格が高騰する等、海面養
殖業は厳しい情勢に直面している。このような情勢を
克服し、海面養殖業が水産物の安定供給と漁村地域の
振興に貢献し続けるために、国民の信頼を受けつつ海
面養殖業を持続的に推進できる体制づくりが必要であ
る。

こうした状況を踏まえ、水産行政としては各種の対
策を講じているところである。

21年度は、養殖水産物の安定供給に資するため、魚
粉の割合を減らした低コスト飼料の開発や効率的な給
餌方法の開発を推進するとともに、窒素やリン等の物
質循環を可能とする魚介類と藻類など複数の種類を組

み合わせた複合養殖技術を開発する取組み、養殖漁場
の利用に関するデータベースを構築し養殖業への新規
参入等を促す取組み、養殖用餌飼料として利用が促進
されていない未利用資源を活用する取組み等に対し、
支援を行った。また、国民の豊かな食生活の実現を図
るため、天然資源が低迷し供給量減少が懸念されてい
るクロマグロについて、その養殖の発展に必要となる
生け簀技術の開発や小型クロマグロの有効利用を実証
する取組みに対し、支援を行った。

このほか、消費者の関心の高い、安全・安心な養殖
生産の実現を図るため、養殖生産に関する情報を適切
に発信する取組み、漁場環境の変化やノロウイルス等
のリスクに応じた生産管理手法の見直しのための対応
策の検討・実践等に対し、支援を行った。また、養殖
業の発展により漁村地域の活性化を図るため、市町村
等が取り組む養殖再生プランの策定等に対して支援を
行った。

ノリ養殖業については、ノリ輸入枠の拡大等、ノリ
養殖業を巡る情勢変化に対応するため、コストの削減
や付加価値の向上を推進し、国際競争力の強化を図っ
た。具体的には、生産工程の高度化に資すると考えら
れるモデル事業、優良な特性を有するノリ株の選定・
利用・品種登録の促進、構造改革計画に基づき生産性
の低い自動乾燥機等を廃棄する取組み等に対し、支援
を行った。

第３節　�漁業の担い手確保･育成対
策
１　漁業労働力の確保等

平成20年現在の我が国の漁業就業者は、22万2千人
となっており、この10年間で20％減少した。また、年
齢階層別にみると65歳以上の高齢者の割合は全体の
34％、60歳以上にあっては47％と高齢化が進行してお
り、このような現状に対応するため、水産基本法に基
づき定めた水産基本計画において、都道府県及び民間
団体が有機的な連携を図りつつ将来の漁業生産を担う
若い意欲的な人材の確保・育成を推進し、効率的かつ
安定的な漁業経営を育成するため、次の事業について
助成した。

⑴　漁業担い手確保・育成対策事業
漁業への新規就業・新規参入を促進するため、経験

ゼロからでも漁業に就業できるよう、社団法人大日本
水産会に設置された全国漁業就業者確保育成センター
による就業情報の提供、就業準備講習会や就業相談会
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の開催、漁業現場での長期研修（原則最長１年間）等、
漁業就業希望者の各段階に応じたきめ細かな支援措置
を講ずるとともに、異業種のノウハウや技術を活用し
て生産から加工・流通・販売までの分野にわたる新た
なビジネスの事業化を支援。

⑵　福祉対策事業
漁村地域の福祉向上のため全国共済水産業協同組合

連合会が昭和56年度から発足させた漁業者老齢福祉共
済事業の推進等。

⑶　漁船安全総合対策事業
漁船の海難等の減少を図るため、社団法人大日本水

産会に設置された全国漁業就業者確保育成センターに
よる海難防止知識の普及やライフジャケットの着用に
関する講習会の開催等の取組を支援。

⑷　効率的・安定的沿岸漁業促進事業
全国漁業協同組合連合会が行う青年・女性漁業者グ

ループのリーダー資質向上対策、漁業経営や地域活動
等に関する取組の全国交流、青年漁業者グループの経
営改善の取組や漁村女性等による起業的活動の取組等
を支援した。

⑸　漁業経営安定対策（積立ぷらす）
漁業生産構造の急速な脆弱化に対し、水産物の安定

供給を図っていくためには、「効率的かつ安定的な漁
業経営」が大宗を担う漁業生産構造を実現する必要が
ある。このため、積極的かつ計画的に経営改善に取り
組む経営体を対象に、現行の漁業共済制度の経営安定
機能に上乗せした形で収入の変動による漁業経営への
影響を緩和し、その経営改善を支える「漁業経営安定
対策」を実施。

２　水産業改良普及事業

最近の沿岸漁業等をめぐる厳しい情勢を踏まえ、沿
岸漁業の生産性の向上、漁家経営の改善等の課題を地
域の特性に応じて解決することが重要となっており、
水産業改良普及事業の推進に当たっては、組織体制の
整備強化及び普及職員の資質の向上を図り、水産行政
に即応した全国的に統一ある普及活動を展開すること
が緊要となっている。

このため、国は道府県に対して、水産業普及指導員
の配置、水産業普及指導員室の運営等普及事業の実施
に要する経費について水産業改良普及事業交付金を交
付した。

３　独立行政法人水産大学校

独立行政法人水産大学校は、中央省庁等改革により、
水産に関する教育・研究を実施する機関として、平成

13年４月１日に独立行政法人として設立された。
また、第一期中期計画における評価等を踏まえ、第

二期中期計画が平成18年４月１日より開始され、設立
目的である水産に関する学理及び技術の教授及び研究
を行うことにより、水産業を担う人材の育成に努めた
と

ともに、業務実施に要する経費について21年度は運
営費交付金20億4,213万8千円を交付した。

第４節　水産制度金融

１　概　　　況

21年度の漁業金融の状況をみると、22年3月末現在
の全金融機関の総貸出残高は11,550億円となり、前年
同期に比べ312億円（2.6％）の減少となった。

これを漁業規模別にみると、中小沿岸漁業向けが
11,138億円、大規模漁業向けが411億円で、中小沿岸
漁業向けが大宗を占めている。

次に金融機関別にみると、系統金融機関が7,840億
円で最も大きく、一般金融機関が2,703億円、政府系
金融機関が1,007億円となっている。これを前年と比
べると、系統金融機関が1.2％、一般金融機関が2.8％、
政府系金融機関が1.1％の減少となった。構成比をみ
ると、系統金融機関が67.9％、一般金融機関が23.4％、
政府系金融機関が8.7％となっている。

２　系統金融

⑴　貯金
21年度における漁協貯金は、表６のとおり、22年３

月末で8,937億円となり、前年同期に比べ57億円（0.6％）
の減少となった。

これは、漁協信用事業の信漁連への譲渡が進んだこ
とが主な要因である。

⑵　貸出金
21年度における漁協貸出金は、表６のとおり、22

年３月末で2,118億円となり、前年同期に比べ35億円
（1.6％）の減少となった。漁協の貯貸率については、
前年同期に比べ0.2％減少し、23.7％となった。なお、
漁協・信漁連・農林中金で構成される系統金融機関の
22年３月末の貸出金残高を、上部機関からの借入金を
差し引いた純残高ベースでみると、合計7,840億円と
なり、前年同期に比べ245億円（3.0％）の減少となった。
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表６　漁協貯金・漁協貯貸率の推移
（単位：億円、％）

� 20/3月末� 21/3月末� 22/3月末
漁協貯金（Ａ）� 9,088� 8,994� 8,937
漁協貸出金（Ｂ）� 2,278� 2,153� 2,118
漁協の貯貸率（B/A）� 25.1� 23.9� 23.7

３　一般金融機関

銀行、信用金庫等一般金融機関の貸出状況は、表７
のとおり、22年３月末で2,703億円であり、前年同期
に比べ56億円（2.0％）の減少となった。

表７　一般金融機関の漁業に対する貸付残高
　　　　（単位：億円，％）

� 21/3月末� 22/3月末� 増加率
国内銀行銀行勘定� 2,139� 2,075� △3.0
信託勘定� 0� 0� 0
信用金庫� 620� 628� 1.3
　　　計� 2,759� 2,703� △2.0

４　株式会社日本政策金融公庫資金
（旧：農林漁業金融公庫資金）

株式会社日本政策金融公庫は、平成20年10月１日に、
農林漁業金融公庫、国民生活金融公庫、中小企業金融
公庫、国際協力銀行が解体・統合して設立された政策
金融機関で、旧農林漁業金融公庫の業務を引き継ぎ、
農林漁業者に対し農林漁業の生産力の維持増進に必要
な長期かつ低利の資金の融通を行っている。

水産関係資金としては、漁業経営改善支援資金、漁
船資金、水産加工資金等９資金（農林漁業共通の資金
を含む。）がある。

21年度の貸付決定額は表８のとおりで、22年３月末
で193億円、前年同期に比べ38億円（24.6％）の増加
となった。

表８　日本政策金融公庫資金貸付決定状況
（単位：百万円，％）

� 資　金　名� 20年度� 21年度� 21 ／ 20
漁業経営改善支援� 7,746� 7,554� 97.5
中山間地域活性化� 203� 447� 220.2
振興山村・過疎� 263� 371� 14.1
漁 業 基 盤 整 備� 1,381� 1,436� 104.0
漁　　　　　　船� 739� 194� 26.3
農 林 漁 業 施 設� 288� 1,660� 576.4
水 産 加 工� 2,080� 3,333� 160.2
沿岸漁業経営安定� 0� 0� -
農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ� 2,768� 4,281� 154.7
　　　計� 15,468� 19,276� 124.6

注：単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

５　漁業近代化資金等の制度資金

⑴　漁業近代化資金
漁業近代化資金制度は、漁業者等の資本装備の高度

化を図り、その経営の近代化に資することを目的とし
て44年に創設され、漁業者等に対し、漁船資金を中心
に長期かつ低利の施設資金等の融通を行ってきてい
る。

同資金については、国から農林中央金庫への利子補
給契約分を除き、平成17年度より都道府県へ税源移譲
されている。

21年度の融資実績は、平成22年3月末で243.5億円と
なっており、前年同期に比べ7.7億円（3.3％）減少し
た。用途別にみると、前年度に比べ漁船が1.0億円減少、
養殖用施設が3.2億円の増加、加工用施設が0.5億円減
少、漁具等施設が3.3億円の増加、水産動植物の種苗
購入・育成が9.2億円増加、共同利用施設が0.1億円の
増加となった。

表９　漁業近代化資金の用途別融資額
（単位：百万円，％）

� 金　額� 構成比
� 20年度� 21年度� 20年度� 21年度
都道府県承認分
漁船（20トン以上）� 703� 961� 3.0� 3.9
漁船（20トン未満）� 8,977� 8,619� 38.1� 35.4
養殖用施設� 949� 1,270� 4.0� 5.2
加工用施設� 2,714� 2,663� 11.5� 10.9
漁具等施設� 1,694� 1.365� 7.2� 5.6
水産動植物の種苗� 8,448� 9,369� 35.8� 38.5
購入・育成
共同利用施設� 93� 100� 0.4� 0.4
　　　計� 23,579� 24,347� 100.0� 100.0
国の直接利子補給
　　　分
共同利用施設� 0� 0� 0.0� 0.0
　合　　　計� 23,579� 24,347� 100.0� 100.0
注：単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

⑵　その他の制度資金
その他制度資金融資・貸付状況については表10の

とおりとなっており、主なものとして、漁業経営が困
難となっている中小漁業者であって、漁業経営の改善
及び再建整備に関する特別措置法に基づく漁業経営再
建計画の認定を受けた漁業者の固定化債務の整理を行
い漁業経営の再建を図ることを目的として51年度に創
設した漁業経営維持安定資金がある。

なお、同資金については平成17年度より、国際規制
関連経営安定資金については平成18年度よりそれぞれ
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都道府県へ税源移譲されている。（ただし、漁業者団
体への直接助成分は除く。）

また、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措
置法に基づく漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者
に対し、低利の短期運転資金を融通し経営の改善の円
滑な推進を図るため7年度に創設した漁業経営改善促
進資金については、21年度に37億円の貸付極度額が設
定されており、平成22年３月末で前年同期に比べ3億
円（8.0％）減少した。

表10　その他制度資金融資・貸付状況
� （単位：百万円、）
� 資金名� 20年度� 21年度
漁業経営維持安定資金� （1,874）� （6.369）

（国の利子補給助成に係る貸付額）� −� 640
国際規制関連経営安定資金� −� −
漁業経営再建資金� −� −
漁業経営改善促進資金（極度額）� 4,020� 3,700
漁業経営高度化促進支援資金� （100）� （−）

注：（　）は都道府県の利子補給助成に係る貸付額である。

６　沿岸漁業改善資金

沿岸漁業改善資金制度は、沿岸漁業従事者等が経営、
操業状態の改善を図るため自主的に近代的な漁業技術
や合理的な漁業生産方式又は漁ろうの安全の確保等の
ための施設を導入し、又は生活の改善を図るため合理
的な生活方式を導入することを促進するとともに、青
年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法又は技
術の実地の習得や経営の基礎の形成を助長するため、
沿岸漁業従事者等に対する中・短期の無利子資金の貸
付を行う都道府県に対し国が必要な資金を助成する制
度として昭和54年に創設された。

表11　沿岸漁業改善資金貸付状況
（単位：百万円）

� 19年度� 20年度� 21年度
経営等改善資金� 2,163� 1,705� 1,920
生活改善資金� 25� 14� 2
青年漁業者等養成� 567� 493� 322
確保資金
　合　　計� 2,755� 2,211� 2,245
補助金交付額� 10� 102� −
対象都道府県� 40県� 40県� 40県

７　中小漁業融資保証保険制度

中小漁業融資保証保険制度は、「中小漁業融資保証
法」に基づき中小漁業者等に対する金融機関の貸付に

ついて漁業信用基金協会がその債務を保証し、その保
証につき独立行政法人農林漁業信用基金が保険を行う
ものである。

21年度の保証状況をみると、年度中の保証額は1,548
億円で前年比61.1％の増加となり、年度末保証残高は
2,191億円で28.1％の増加となった。保証残高を金融機
関別にみると、農中は対前年度比12.8％減、信漁連は
30.2％増、漁協は16.7％増、銀行等は297.5％の増加と
なった。次に資金種類別にみると、漁業近代化資金は、
前年比8.0％減、一般資金63.6％の増加となった。

なお、21年度中の代位弁済額は42億円で前年比19億
円の減少となり、この結果単年度事故率は3.9％、累
計事故率は3.4％となった。

第５節　水産業協同組合

⑴　水産業協同組合の現況
22年３月末現在における水産業協同組合は、単位組

合が2,585（沿海地区漁協1,028、内水面漁協847、業種
別漁協120、漁業生産組合472、水産加工協118）、連合
会が157（漁連117、信漁連30、水産加工連９、共水連
１）、うち全国段階連合会が10となっている。

⑵　漁協系統をめぐる状況
我が国周辺水域の資源水準の低下による漁獲量の減

少、魚価の低迷等による我が国漁業の不振を背景に、
漁協系統をめぐる情勢も厳しさを増している。

このような状況の中で、漁協系統が漁業者の事業や
生活を支えるという本来的役割を的確に果たしていく
ために、更には水産基本法の基本理念である「水産業
の健全な発展」の実現に向けて、より積極的な役割を
果たしていくために、漁協系統の組織・事業基盤の強
化が必要となっている。

特に漁協全体で約450億円（平成18年度決算）にま
で累積している繰越欠損金の解消が急務であり、これ
に対応するため、平成20年度に欠損金見合いの借換資
金（漁協経営改革支援資金）を創設し、当該資金を借
り入れる際の利子助成等を実施している。

第６節　�水産物の流通加工･需給･
消費対策

１　水産物の需給・価格動向

21年（１月〜 12月）における我が国の漁業・養殖
業の総生産量は542万9千t（概数）で、前年に比べ2.9％
減少した。

魚種別には、さけ類、まいわし、びんなが、すけと
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うだら等が増加し、ほっけ、さんま、さば類、かつお
等が減少した。

21年の産地価格は、前年に比べ、かつお（生鮮）は
17％、むろあじは８％上昇した。

また、まぐろ（冷凍）は40％、かたくちいわしは
39％、まあじは30％下降した。

21年の消費地価格（東京都中央卸売市場における主
要魚種（生鮮））は、前年に比べ、かつおは12％上昇した。

また、さんまは前年同で、まいわしは24％、さばは
17％、まだい（養殖）は９％下降した。

２　水産物の流通対策

⑴　水産物産地販売力強化事業
漁業者団体が行う、水産物の流通・販売に知見を有

する外部の専門家（スーパー、商社のOB等の販売の
プロ）のノウハウ・アイディアを活用した販売戦略の
策定・実行、新規販路の開拓や市場の統廃合、買受人
の新規参入の推進など産地市場改革の取組等に必要な
経費について補助を行った。

３　水産加工業対策

⑴　概　　況
水産加工品の生産量（以下使用する数値は、陸上加

工のみ）は、原料魚の供給や需要の推移によって左右
されるところが大きい。平成21年の水産加工品生産量

（生鮮冷凍水産物を除く。）は183万4,501tで前年に比
べ５％減少し、生鮮冷凍水産物の生産量は161万9,691t
で、前年に比べ２％減少した。
ア　ねり製品

ねり製品の生産量は50万6,700tで、前年に比べ
10％（5万6,795t）減少した。このうち、かまぼこ
類は43万9,827t、魚肉ハム・ソーセージ類は6万6,873t
で、前年に比べそれぞれ、10％（5万1,501t）、７％

（5,294t）減少した。
イ　冷凍食品

冷凍食品の生産量は30万6,591tで、前年に比べ
８％（2万6,594t）減少した。このうち、魚介類（切
り身、むきえび等の加工品）は15万8,733t、水産
物調理食品は14万7,858tで、前年に比べそれぞれ、
11％（1万8,951t）、５％（7万643t）減少した。

ウ　乾製品
乾製品の生産量は30万9,864ｔで、前年に比べ２％

（5,131t）増加した。このうち、素干し品は1万7,003t
で前年に比べ23％（5,029t）減少したが、煮干し品
は6万5,706tで前年に比べ８％（5,534t）増加し、塩
干品は22万7,155tで、前年に比べ７％（5,534t）増

加した。
エ　塩蔵品

塩蔵品の生産量は、20万6,211tで、前年に比べ6％
（1万2,467t）増加した。このうち、さばは、4万8,986t
で、前年と比べ35％（1万2,467t）増加したが、さけ・
ますは9万5,673tで、前年に比べ2％（2,373t）減少
した。

オ　くん製品
くん製品の生産量は1万1,165tで、前年と比べ5％

（641t）減少した。
カ　節製品

節製品の生産量は10万1,666tで、前年に比べ2％
（2,123t）減少した。このうち、節類は6万7,282tで
前年に比べ1％（436ｔ）減少し、けずり節は3万4,384t
で前年に比べ5％（1,687t）減少した。

キ　その他の食品加工品
その他の食品加工品の生産量は39万2,294tで、前

年に比べ８％（3万5,756t）減少した。このうち、塩
辛類は2万6,704tで前年に比べ２％減少し、調味加
工品は25万5,682tで前年に比べ11％（3万2,348t）減
少した。

ク　生鮮冷凍水産物
生鮮冷凍水産物の生産量は161万9,691tで前年に

比べ2％（4万30t）減少した。このうち、さけ・ま
す類は13万9,577t、いわし類は22万6,423t、さんま
は28万6,162tで、前年に比べそれぞれ４％、３％、
46％増加したが、まあじ・むろあじ類は7万7,349ｔ、
さば類は32万7,920tで前年に比べそれぞれ3％、19％
減少した。

⑵　主な水産加工業対策
ア　現在、国内において食用として十分に利用されて

いなかった国産の魚介類又は海草類等を水産加工品
の原材料として有効活用する「水産物加工原料確保
緊急対策事業」を行った。

イ　水産物流通の全ての段階を通じた品質・衛生管理
体制の構築を推進するため、品質・衛生管理ガイド
ラインの策定、地域ぐるみの品質・衛生管理体制の
構築、HACCP手法導入のための講習会の開催や技
術指導等に対する支援を行う「水産物フードシステ
ム品質管理体制構築推進事業」を行った。

４　水産物の需給安定対策

⑴　魚価安定基金造成事業（国産水産物安定供給推進
事業）

漁業者団体が水揚げ集中時の魚価低落時に水産物を
買い取り、一定期間保管した後、価格上昇時に流通業
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者へ販売する調整保管や、漁業者団体が最終実需者と
の間で直接取引契約を締結し、最終実需者が求める種
類、規格の水産物を買い取り、一定価格で安定的に販
売する事業を実施した際の買取代金金利、保管料等を
助成するために必要な資金を造成した。

⑵　水産物流通情報リアルタイム提供事業
漁業経営の安定と水産物の安定供給を図るため、水

産物の需給･価格の動向に関する情報を的確に収集･分
析し、漁業者をはじめとして広く国民へリアルタイム
に提供するとともに、水産物貿易統計の作成を実施し
た。さらに、これらの情報集計・公表のための電子情
報ネットワークを構築した。

５　水産物の輸出入

⑴　輸出入の概況
ア　輸　出

21年の水産物総輸出額は、1,728億2,812万円であり、
前年に比べ、17.2%減少となった。

輸出額が増加した主な品目は、さけ・ます類等であ
り、逆に減少した品目は、真珠等である（表12）。

また、輸出先別にみると、香港（29%）が最も大きく、
次いで米国（16%）、中国（13%）、韓国（11%）、タイ

（６%）と続いている｡

表12　21年水産物輸出実績

単位:数量はトン、［　］は食用海草等の枚数単位の実績が
あるものについて、千枚単位で記載
　金額は百万円、（　）は千ドル

� 品　目� 数　量� 金　額
総　　　　計� [36,609]� 172,828
� 497,549� （1,854,416）

⑴　真　珠� 43� 19,096
　　（真珠及び真珠製品）� � （204,497）
⑵　ほたてがい� 12,452� 14,276
　　（活生冷凍塩乾）� � （153,698）
⑶　さけ・ます類� 55,587� 13,103
　　（生・冷・凍）� � （143,322）
⑷　貝類調整品� 2,353� 10,335
� � （111,481）
⑸　まぐろ・かじき類� 32,191� 10,140
　　（生・冷・凍）� � （107,563）

イ　輸　入
21年の水産物の総輸入額は、1兆2,966億7,025万円

で、前年より17.4%減少した。
なお、主要な輸入水産物の多くは前年と比較し輸

入額が同程度もしくは減少している。（表13）｡

表13　21年水産物輸入実績

単位:数量はトン
金額は百万円、（）は千ドル

� 品　目� 数　　量� 金　　額
総　　　　計� 2,596,283� 1,296,670
� � （13,874,670）
⑴　まぐろ・かじき類� 222,595� 186,758
　　（生･冷･凍）� � （1,990,162）
⑵　えび� 202,646� 172,007
　　（活･生･冷･凍）� � （1,844,158）
⑶　　さけ･ます類� 240,264� 133,928
　　（生･冷･凍）� � （1,432,309）
⑷　えび調整品� 64,699� 51,701
� � （554,378）
⑸　かに� 63,948� 46,519
　　（活・生・冷・凍）� � （501,815）

⑵　水産物の非自由化品目
我が国では、沿岸・沖合漁業の主要対象種等につい

て、無秩序な輸入により国内の漁業生産及び需給に悪
影響が生じないように、また、我が国周辺水域の資源
管理措置を補完するため輸入割当制度を実施してい
る。輸入割当品目は次のとおりである。
○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのさば、

あじ、いわし、たら、すけとうだら、にしん、さん
ま及びぶり、並びにそれらの魚類のフィレ及びその
他の魚肉、フィッシュミール。

○煮干し。
○冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのたらの卵。
○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのほ

たて貝、貝柱及びいか（もんごういかを除く）。
○食用ののり及びこんぶ、並びにそれらの調製食料品。

表14　21年度補助金等
（単位：千円）

水産物流通情報リアルタイム提供事業� 119,202
未利用資源活用型加工プロジェクト事業� 23,226
水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業
� 92,870
国産水産物安定供給推進事業� 1,200,000
水産物産地販売力強化事業� 935,846

第７節　漁業保険制度

１　漁船損害等補償制度

⑴　概況
漁船損害等補償制度は、漁船及び漁船積荷につき不
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慮の事故による損害をてん補するとともに、漁船の運
航に伴う損害賠償、費用負担による損害をてん補する
こと等を目的とした制度であり、「漁船損害等補償法」

（昭和27年法律第28号）に基づく漁船保険（普通保険、
特殊保険）、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、
漁船積荷保険及び任意保険並びに「漁船乗組員給与保
険法」（昭和27年法律第212号）に基づく漁船乗組員給
与保険から構成される。

これらの保険の元受は漁船保険組合が行っている。
そのうち特殊保険及び漁船乗組員給与保険については
国が再保険を行い、普通保険、漁船船主責任保険、漁
船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険について
は漁船保険中央会が再保険を行い、さらにその一部に
つき国が再々保険を行っている。

⑵　漁船保険等事業
ア　漁船保険

この保険は、漁船につき、滅失、沈没、損傷その
他の事故により生じた損害をてん補するものであ
り、戦乱等によらない事故により生じた損害をてん
補する普通保険と、戦乱等による事故により生じた
損害をてん補する特殊保険がある。普通保険には、
これらの損害のみをてん補する普通損害保険と、こ
れらの損害をてん補するとともに、保険期間が満了
した場合に保険金額相当の保険金を支払う満期保険
がある。
鉉　普通保険

ａ　普通保険の加入状況
21年度において普通保険に加入した漁船は、

19万1,580隻、90万1,518tである。このうち普通
損害保険の加入隻数は18万8,796隻で、満期保
険の加入は（継続分を含む）2,784隻である。

加入隻数を前年度に比べると総隻数では
3,621隻減となっており、20t未満階層では3,516
隻（1.8％）減少し、20t以上階層では105隻（6.6％）
減少している。トン数階層別に普通保険の構成
比を見ると動力漁船では、５t未満が86.6％を
占めており以下５〜 19t12.4％、20 〜 49t0.1％、
50 〜 99t0.2％、100 〜 999t0.5％となっており、
無動力漁船は0.2％である。

次に20年12月31日現在の在籍漁船数と加入隻
数を対比した隻数加入率をみると、加入総隻
数では、62.8％の加入率となっており、このう
ち動力漁船では、５t未満は62.0％、5 〜 19tは
86.3％、20 〜 49tは90.1％、50 〜 99tは88.4％、
100 〜 999tは79.0％となっており、無動力漁船
は3.7％であった。

また、保険価額に対する保険金額の割合すな
わち付保率は、動力漁船では５t未満95.5％、５
〜 19t94.6％、20 〜 49t97.4％、50 〜 99t96.7％、
100 〜 999tは88.4％で動力漁船総数では93.6％、
無動力漁船では98.7％を示しており、これらの
引受保険金総額は１兆298億円であって、前年
度に比べて292億円の減を示している。

ｂ　保険事故
21年度において保険金を支払った普通保険事

故は45,388件、支払保険金額は159億6,161万円
であり、前年比15.2％の増となった。

ｃ　漁具特約の引受及び事故
漁船に属する漁具については、特約がある場

合のみ、その属する漁船とともに保険の目的と
し得ることとなっており、普通保険においては、
漁船とともに全損した場合に限りてん補するこ
ととなっている。

21年度において、漁具特約の引受件数は（特
殊保険を含む）は628件で、保険金額は47億6,002
万円であった。

なお、保険金を支払ったものは１件500万円
であった。

鉤　特殊保険
21年度の保険契約件数は291件で、保険金額は

338億4,504万円であり、その内訳は北部漁場283
件319億6,204万円、西部漁場3件5億4,100万円、南
部漁場５件13億4,200万円であった。

なお、保険金を支払ったものはなかった。
イ　漁船船主責任保険

この保険は、漁船の所有者又は使用者が、その所
有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する
当該漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担し
なければならないものを負担し、又は当該漁船の運
航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づ
き賠償することによる損害をてん補するものであ
る。

21年度の保険契約隻数は、基本損害189,225隻、
乗客損害16,334隻、人命損害12,313隻で、保険金額
はそれぞれ46兆7,914億8,000万円、5兆7,738億9,500
万円、378億5,950万円であり、純保険料額はそれぞ
れ27億6,357万円、4億477万円、4306万円であった。

なお、保険金を支払ったものは、基本損害1,685
件23億4,748万円、乗客損害52件8,861万円、人命損
害6件1,243万円であった。

ウ　漁船乗組船主保険
この保険は、漁船の所有者又は使用者であって、
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その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用す
る当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運
航に伴って死亡及び障害の事故が生じた場合に一定
の金額を支払うものである。

21年度の保険契約隻数は30,510隻で、保険金額は
501億3,300万円であり、純保険料額は4,687万円で
あった。

なお、保険金を支払ったものは、35件4,860万円
であった。

エ　漁船積荷保険
この保険は、漁船の所有者又は使用者がその所有

し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁
船に積載した漁獲物等に生じた損害をてん補するも
のである。

21年度の保険契約隻数は622隻で、保険金額は548
億8,127万円であり、純保険料額は1億1,529万円で
あった。

なお、保険金を支払ったものは、11件１億5,371
万円であった。

オ　任意保険
この保険は、①漁船により漁獲され漁船以外の船

舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、
滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を
てん補する転載積荷保険と、②スポーツ又はレクリ
エーションの用に供する小型の船舶（プレジャー
ボート）の運航に伴いプレジャーボートの所有者等
が負担する賠償責任に基づく賠償等による損害をて
ん補するプレジャーボート責任保険の２種類があ
る。

21年度の保険契約隻数は、転載積荷保険31隻、プ
レジャーボート責任保険15,612隻で、保険金額はそ
れぞれ28億4,753万円、３兆6,918億1,400万円であり、
純保険料額はそれぞれ300万円、1億2,507万円であっ
た。

なお、保険金を支払ったものは、プレジャーボー
ト責任保険181件3,183万円であり、転載積荷保険の
支払いはなかった。

カ　漁船乗組員給与保険
この保険は、漁船の乗組員が抑留された場合にお

ける給与を保障するため、漁船保険組合が保険事業
を行うものである。

21年度の保険契約件数は197件で、その内訳は北
部漁場192件、西部漁場3件、南部漁場２件であった。

なお、保険金を支払ったものはなかった。
⑶　財政措置

普通保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険につ

いては、一定の条件の下に国庫が純保険料の一部を負
担することとなっている。21年度においては、国庫負
担額は57億7,426万円であった。

また、漁船保険組合に対し、事業実施に必要な経費
について5億2,169万円の助成を行った。

２　漁業災害補償制度

⑴　概　　　況
漁業災害補償制度は、「漁業災害補償法」（昭和39年

法律第158号）に基づき、漁業協同組合等の協同組織
を基盤とする漁業共済団体（漁業共済組合及び同連合
会）が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業並びに政
府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互
救済の精神を基調として、その営む漁業につき異常の
事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんする
ために必要な給付を行い、中小漁業者の漁業再生産の
阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的と
するものである。

近年の我が国水産業を取り巻く情勢は、周辺水域の
資源状況の悪化、漁業就業者の減少・高齢化など依然
として厳しく、漁業経営は困難な現状におかれてお
り、経営安定に漁業共済の果たす役割はますます重要
となっている。

このような中で、21年度の加入状況は、加入件数
55,839件、共済金額4,033億3,564万円、純共済掛金173
億2,353円であった。この加入実績は、前年度実績3,982
億178万円に対し1.3％増（51億円増）となり、過去最
高を記録した。この内訳は、漁獲共済が前年度比3.0％
増（67億円増）、養殖共済が前年度比6.9％減（62億円
減）、特定養殖共済が前年度比6.0％増（46億円増）、
漁業施設共済（14年10月より、従来の漁具共済から移
行）は前年度比0.7％減（0.7億円減）となっている。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月末
現在で支払件数9,114件、支払共済金115億5,751万円で
あり、また、20年度契約分に係る支払状況は、22年３
月末現在で支払件数7,754件、支払共済金127億6,729万
円であった。

⑵　漁業共済事業
ア　漁獲共済

この共済は、漁業者の共済責任期間中の操業に係
る漁獲金額が共済限度額（過去一定年間の漁獲金額
を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達しな
い場合の損失について共済金を支払う事業である。

21年度の契約件数は、13,000件と前年度の13,696
件に比べ減少し、共済金額では、2,287億9,531万円
と前年度2,221億310万円に比べ3.0％の増加となっ
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た。
なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月

末現在で支払件数4,661件、支払共済金39億9,041万
円であり、また、20年度契約分に係る支払状況は、
22年３月末現在で支払件数4,374件、支払共済金79
億6,951万円であった。

イ　養殖共済
この共済は、養殖中の水産動植物が、台風や津波、

赤潮等の災害により死亡、流失した等の損害につい
て共済金を支払う事業である。

21年度の契約件数は、5,318件と前年度の5,724件
に比べ減少し、共済金額では、831億574万円と前年
度892億6,747万円に比べ6.9％の減少となった。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数1,598件、支払共済金25億4,033万
円であり、また、20年度契約分に係る支払状況は、
22年３月末現在で支払件数1,062件、支払共済金16
億416万円であった。

ウ　特定養殖共済
この共済は、特定養殖業の共済責任期間中の養殖

に係る生産金額が共済限度額（過去一定年間の生産
金額を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達
しない場合で、かつ、その生産数量が一定の数量に
達しなかった場合の損失について共済金を支払う事
業である。

21年度の契約件数は、7,159件と前年度の6,664件
に比べ増加し、共済金額では、812億674万円と前年
度765億3,569万円に比べ6.1％の増加となった。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数2,253件、支払共済金47億7,293万
円であり、また、20年度契約分に係る支払状況は、
21年３月末現在で支払件数1,646件、支払共済金29
億4,885万円であった。

エ　漁業施設共済
この共済は、供用中の養殖施設又は漁具の流失、

損壊等の事故による損害について共済金を支払う事
業である。

21年度の加入件数は、30,362件と前年度32,540件
に比べ減少し、共済金額では、102億2,785万円と前
年度102億9,551万円に比べ0.7％の減少となった。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数602件、支払共済金2億5,383万円
であり、20年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数672件、支払共済金2億4,477万円
であった。

⑶　財政措置
21年度においては、漁業共済の加入者に対する

共済掛金についての国庫補助額は75億9,819万円で
あった。

また、漁業共済組合及び同連合会に対して、事業
実施に必要な経費について５億3,235万円の助成を
行った。

第８節　沿岸・沖合漁業

１　沖合底びき網漁業

概要：沖合底びき網漁業は15t以上の動力漁船によ
り底びき網を使用し、おおむね北緯25度以北、東経
153度以西、東経128度30分（一部128度）以東の太平洋、
オホーツク海及び日本海で行う漁業である。操業区域
は46区分に細分化されており操業は資源保護上及び漁
業調整上の厳しい制限のもとに主に自県沖を中心に行
われている。

許認可隻数：22年１月１日現在で379隻であった。
船型：160tまで4階層に分かれるが、新40t未満階層

が137隻と最も多くなっている。
漁法：かけまわし、トロール及び2そうびきであり、

オッタトロールは北海道周辺及び宮城〜千葉までの沖
合で操業しており、２そうびきは岩手の一部、太平洋
南海区及び島根〜福岡で操業している。北海道及びそ
の他の海域においては主としてかけまわしによる操業
が行われている。

漁獲量：20年は40万４千tで前年に比べ約１万１千t
減少した。魚種別にはすけとうだら14万１千t、ほっ
け11万６千t、かれい類１万７千tとなっている。

２　小型底びき網漁業

小型底びき網漁業は総トン数15t未満の動力漁船に
より底びき網を使用して営む漁業であり、地先沿岸を
漁場とするものから沖合域を漁場とするものまで地域
により多様であって、沿岸漁業の中においては、釣、
延縄とともに代表的な地位を占めている。本漁業につ
いては、農林水産大臣の告示により、都道府県知事が
許可することができる隻数の最高限度を定めている。
また、海域によっては船舶の総トン数若しくは馬力数
の最高限度を定めることができることとなっているほ
か、漁具漁法についても漁獲効率が高い２そうびき漁
法、網口開口板等の使用を農林水産大臣が特に定める
海域以外は禁止している。本漁業の21年４月現在の許
可総枠隻数は約２万２千隻である。20年の漁獲量は45



第12章　水　産　庁 −319−

水　

産　

庁

万７千tで前年に比べ約４万１千t増加した。漁獲物は
ひらめ、かれい類、えび類の中高級魚が多く、生鮮、
そう菜物として利用されている。なお、漁獲量のうち
30万８千tは、北海道のほたてがいである。

３　まき網漁業

総トン数40t（北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎
灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心
点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直
線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの
部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯
台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南
の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総ト
ン数15t）以上の動力漁船によりまき網を使用して行
う大中型まき網漁業の22年１月１日現在の許認可隻数
は、205隻であった。

また５t以上40t未満（北部太平洋海域においては
15t未満）の中型まき網漁業の大臣枠付隻数は、22年
１月現在で505隻となっている。20年におけるまき網
漁業の漁獲量は約124万t（うち大中型まき網漁業約82
万t）で、前年より約７万tの減となった。

４　ずわいがに漁業

日本海及びオホーツク海のずわいがには、主として
沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業及びかご漁
業により漁獲されている。このうち、ずわいがにを漁
獲目的とする10t以上船（小型機船底びき網漁業及び
沖合底びき網漁業を除く。）については、特定大臣許
可漁業となっており、沖合底びき網漁業・小型機船底
びき網漁業も含めて、ずわいがにの漁獲時期、体長制
限等を省令で規制している。21年度の許可隻数は、か
ご漁船17隻であった。20年のずわいがにの全国漁獲量
は約５千tで前年に比べ約７百t減少した。

５　さんま漁業

さんま漁業は大きく分けて、総トン数10t以上の漁
船により棒受網を使用してさんまを獲る指定漁業の北
太平洋さんま漁業と10t未満の漁船により棒受網や刺
網を使用する知事許可漁業がある。

このうち北太平洋さんま漁業の操業期間は、さんま
の索餌のための北上する魚群及び産卵のための南下魚
群が形成される８月１日から12月31日までと限定され
ているため、さけ・ます流し網漁業等との兼業船も多
い。また、さんまの漁場は年毎に海流などによって変
わるが、大体、漁期初めの８月〜９月は歯舞・色丹沖、
８月〜 10月に道東沖で操業し、10 〜 11月頃三陸沖に

南下、11月〜 12月頃には房総半島沖まで南下して操
業し、これに応じて主要水揚港も道東〜三陸〜房総等
と推移する。

22年１月１日現在のさんま漁業の大臣許認可隻数は
189隻で、前年から7隻減少している。漁獲量について
は、19年の漁獲量は約29万t、20年の漁獲量は約35万t
となっている。

６　いかつり漁業

いか釣り漁業は大きく分けると船舶の総トン数によ
り、その制度的扱いを異にしている。総トン数30t以
上の動力漁船によりいか釣り漁業を営むものについて
は平成14年４月に「中型いかつり漁業」（我が国近海
が主漁場）と「大型いかつり漁業」（海外が主漁場）
を統合し、「いか釣り漁業」として指定漁業の業種に
追加し、平成19年８月の許可等の一斉更新に際し、操
業区域・規制ラインの見直し等を行った。

また、30トン未満の漁船については、都道府県知事
許可等であるが、するめいかを目的とする５トン以上
30トン未満船は、平成10年から農林水産大臣の届出が
必要となっている（小型するめいか釣り漁業）。

我が国近海で操業するいかつり漁業（指定漁業）に
ついては、船団別に、日本海・太平洋を主漁場として、
５月頃から１月頃にかけてスルメイカを漁獲する漁
船、６月頃から10月頃に東シナ海でヤリイカを漁獲す
る漁船、１月頃から３月頃に太平洋側のアカイカを漁
獲する漁船、５月頃から７月頃に北太平洋（東経170
度以東）のアカイカを漁獲する漁船に大別できる。

22年１月１日現在のいか釣り漁業の許認可隻数は
159隻（うち旧大型いかつり漁業が26隻、旧中型いか
つり漁業が133隻）であり、５t以上30t未満船の大臣
届出漁業の届出隻数は2,937隻である。

７　かじき等流し網漁業

かじき等流し網漁業は大目流し網漁業とも呼ばれ、
かじき、かつお又はまぐろをとることを目的とした漁
業であり、中型さけ・ます漁業、さんま漁業等との兼
業がみられる。この漁業は三陸沖を中心に古くから行
われ、国際環境の変化により平成元年８月に届出漁業
とした。さらに、公海における操業は、平成４年12月
末をもって停止となり、現在では、房総半島沖から北
海道道東沖にかけた日本の排他的経済水域を主漁場と
して継続して操業が行われている。

かじき等流し網漁業は、総トン数10t以上の漁船で
大臣届出制となっているが、一方で各道県毎に知事
許可又は海区委員会指示による承認が必要となってい
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る。本漁業の20年の漁獲量は約７千１百tであった。

８　遊漁・海面利用

国民の自然志向・健康志向などを背景として海の利
用のニーズが多様化する中で、従来からの釣り、潮
干狩りといった遊漁活動に加え、ヨット・モーター
ボート、水上オートバイなどのプレジャーボートやス
キューバダイビングなど、多様な海洋性レクリエー
ションが進展している。

このような状況の中、漁業者、遊漁者、海洋性レク
リエーション関係者等からなる海面利用協議会が都道
府県に設置され、調和がとれた海面利用を図っている。

遊漁船業については、各都道府県に登録した遊漁船
業者数は、平成21年3月31日時点において1万5,881業
者、登録された遊漁船の隻数は、1万8,521隻であった。

また、遊漁船業者等に対し、安全運航、遊漁船利用
者の安全管理のための講習会の開催、安全対策及び適
正な漁場利用に関するルール・マナーの啓発を行うと
ともに、遊漁船利用者を含む遊漁者に対し、釣りのルー
ル・マナーを指導する釣り指導員の育成、活動支援及
び青少年に対する釣り教室開催支援による釣り人の水
産資源・漁場環境保全意識の啓発を行う遊漁船業安全
対策等推進事業を実施した。

９　我が国200海里内における漁業取締り

⑴　外国漁船の取締り
平成11年１月の新日韓漁業協定、平成12年６月の新

日中漁業協定の発効に伴い、ロシア漁船と合わせ約
1,400隻もの外国漁船が我が国の許可を受けて、我が
国200海里内で操業を行うこととなった。水産庁では
これら外国漁船による違反操業の未然防止のための立
入検査を実施するとともに、違反及び無許可外国漁船
の拿捕、密漁設置漁具の押収等の漁業取締りを実施し
ており、特に外国漁船による違反が頻発している九州・
山陰周辺などの海域については、漁業取締船、漁業取
締航空機を重点的に配備している。

これら漁業取締により拿捕した違反漁船に対して
は、司法処分を科すとともに、行政処分として許可の
停止や取消しの処分を実施しており、平成21年におけ
る拿捕件数は17隻（韓国漁船12隻、中国漁船３隻、台
湾漁船２隻）であった。

また、平成21年における外国漁船による密漁漁具の
押収量は、刺網・延縄が約59㎞、篭漁具が8,899個に
達した。

⑵　沿岸・沖合等漁業の取締り
水産庁における、我が国の沿岸・沖合等漁業に関す

る取締りは、主として指定漁業、特定大臣許可漁業等
に対して行っているが、併せて都道府県の知事許可の
沿岸漁業に対しても指導・取締りを行っている。

また、検挙した違反漁船に対しては、司法処分が科
されるとともに停泊処分や船長等の乗組み禁止処分な
どの行政処分を実施しており、平成21年における検挙
件数は23隻（沖合底びき網漁業５隻、大中型まき網漁
業２隻、小型機船底びき網漁業17隻）であった。

⑶　漁業取締体制の強化
水産庁では、漁業指導・取締りのため、漁業取締船

（官船６隻、用船32隻）、漁業取締航空機（チャーター
機４機）を配備して取締りに当たっているところであ
る。

しかし、外国漁船による違法操業が増加するととも
に、違反を発見されると逃走したり追跡の妨害や体当
たりをする悪質な漁船が増加しており、これら違反漁
船による違法な漁獲や漁具の残置・流失により我が国
の水産資源や漁場環境の悪化が懸念されている。

このため、違反漁船に対する取締捜査能力の向上を
図るため、取締機器の更新や新型漁業取締船への移行
を計画的に実施し、実効ある取締体制の構築を図るこ
ととしている。

第９節　遠洋･北洋漁業

１　さけ・ます漁業

21年度のさけ・ます漁業については、日ロ漁業合同
委員会第25回会議及び政府間協議の結果を受け、日本
200海里内において2,855tの漁獲限度量及びロシア200
海里内において6,880tの漁獲割当量となった。

⑴　中型さけ・ます流し網漁業
ア　太平洋海域

太平洋中型さけ・ます流し網漁業は、平成４年
度からの公海操業の停止を受け、ロシア200海里内
のみの操業となっている。21年度の漁獲割当量は
4,480tで、16隻が５月15日から７月30日まで操業し、
漁獲実績は4,183tであった。

イ　日本海海域
日本200海里内においては、21年度は日本海カラ

フトマス資源の不漁年であったことから、全船出漁
を見送ったところである。

⑵　太平洋小型さけ・ます流し網漁業
日本200海里内においては、21年度の漁獲限度量は

2,855tで、70隻が４月15日から７月７日まで操業し、
漁獲実績は2,254tであった。また、ロシア200海里内
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においては、21年度の漁獲割当量は2,400tで、15隻が
５月11日から７月24日まで操業し、漁獲実績は1,713t
であった。

２　捕　鯨　業

⑴　商業捕鯨の中断
昭和57年、国際捕鯨委員会（IWC）は第34回年次

会議において、1990年までに鯨類資源状態の見直し（包
括的評価）を行うとの条件付きで商業捕鯨の一時停止

（モラトリアム）を決定した。これに対し我が国は条
約の規定に基づき異議申し立てを行ったが、米国は日
本が商業捕鯨を継続すれば、米国200海里内での対日
漁獲割当てを削減すると主張したため、やむを得ざる
措置としてモラトリアムを受け入れ、商業捕鯨は1988
年より一旦中断した。

⑵　包括的評価とモラトリアムの見直し
従来から検討されていた鯨資源の改訂管理方式が

IWC科学委員会により、1992年に完成され、南極海ミ
ンククジラ鯨資源については、100年間の捕獲許容水
準が20万頭であることが算出された。しかし、1994年、
新たな監視取締制度制度（RMS）の完成が商業捕鯨
再開（モラトリアムの撤廃）の前提との決議が採択さ
れ、以降14年間に延べ45回のRMS関連会合が開催さ
れたが、反捕鯨国による遅延策等のためRMSの完成
は遅れ、さらに、反捕鯨国は、RMSの完成は商業捕
鯨モラトリアムの撤廃を意味しないとの主張を始める
等、モラトリアムの見直し先送りの立場を譲らなかっ
た。2006年2月、ケンブリッジ（英国）においてRMS
作業部会が開催されたが、上述のような反捕鯨国によ
る理不尽な対応により、RMSの完成が不可能である
ことが確認され、14年間の議論と交渉の結果、ＲＭＳ
の完成に向けたプロセスは実質上停止することとなっ
た。その後、本件に関する具体的な交渉等は行われて
いない。

⑶　鯨類捕獲調査
我が国は商業捕鯨再開に向けて鯨類の資源状況等

を科学的に把握するため、南極海及び北西太平洋で
鯨類捕獲調査を実施しており、この一環として1987
年度から2004年度まで18年間、南極海ミンククジラ
の生物学的情報収集を主目的とした南極海鯨類捕獲
調査（JARPA）を実施し、更に2005年度よりJARPA
の調査結果を踏まえ、科学的知見の更なる充実を図
り、より適切なクジラ資源の管理方式の構築を目指す
ため、ミンククジラの捕獲頭数を増やすとともに、資
源の回復が著しいナガスクジラ及びザトウクジラを新
たに捕獲対象鯨種に加えた第二期南極海鯨類捕獲調査

（JARPAⅡ）を開始した。
南極海鯨類捕獲調査に対しては、調査の開始当初か

らグリーンピースやシー・シェパード（SS）といっ
た反捕鯨団体が不当かつ危険な妨害活動を繰り返して
きている。

2009年度の調査においては、SS所属のスティーブ・
アーウィン号等による執拗かつ危険な妨害を受け、延
べ31日間にわたって捕獲調査を中断せざるを得なかっ
た。特に、ニュー・ジーランド船籍の高速艇アディ・
ギル号及びトーゴ船籍（2010年２月に船籍末梢）のボ
ブ・バーカー号が新たに妨害に加わり、SS側が武器
様の各種装置（酸を封入したガラス瓶を高速で射出す
るランチャーや、レーザー光線と推定される電子装置
など）を使用したことにより、我が国調査船乗組員３
名が負傷したほか、妨害船の異常な操船により２隻の
調査船が衝突されるなど、捕獲調査に従事する我が国
船舶・乗組員の生命・財産が危険にさらされた。更に、
2010年１月６日に調査船「第２昭南丸」に衝突の上大
破した、アディ・ギル号の元船長が、水上バイクで第
2昭南丸に接近し、防護ネットをナイフで切り裂いて
同船に侵入した。第２昭南丸船長は船員法第27条に基
づき同人を保護し、調査船団を離れて日本へと向かっ
た。

北西太平洋においては、1994年度よりミンククジ
ラの系統群解明を目的とした北西太平洋鯨類捕獲調
査（JARPN）を実施し、さらに、2000年度からは、
JARPNの調査結果を踏まえ、増加している鯨類によ
る水産資源の大量捕食が漁業に与える影響を解明する
ことを主目的とした第２期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNⅡ）を実施している。JARPNⅡでは調査対
象種としてミンククジラ以外にイワシクジラ、ニタリ
クジラ及びマッコウクジラを追加するとともに、小型
捕鯨船を用いて、沿岸域における調査も実施している。

⑷　沿岸小型捕鯨
我が国の小型捕鯨業は、従来ミンククジラを主対象

とした操業を行っていたが、モラトリアムを受け入れ
たことに伴い、現在はIWC規制対象外の鯨種（ツチ
クジラ、ゴンドウクジラ等）のみを捕獲している。こ
の捕鯨形態は、米国、デンマーク等の国で行われてい
る「先住民生存捕鯨（文化的、伝統的重要性からモラ
トリアム下であっても捕鯨が認められている）」と同
様の文化的・社会経済的な性格を有していることから、

「沿岸小型捕鯨」として、右捕鯨操業に対してミンク
クジラの捕獲枠を与えるようIWCに要求してきてい
るところである。現在、同捕獲枠については、「IWC
の将来プロセス」において議論されている。
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３　かつお・まぐろ漁業

総トン数10t以上の漁船によって営まれる本漁業は、
その漁船の規模により近海かつお・まぐろ漁業及び遠
洋かつお・まぐろ漁業に分けられる。これらは、指定
漁業となっており、漁業を営もうとするときは農林水
産大臣の許可を受けなければならない。

これらの許認可船の隻数は、平成21年８月１日現在
総数802隻となっている。

また、52年以降の200海里設定によりすでに約30数
年が経過したが、沿岸国の中に新規に入漁を認めよう
とする国もあり、我が国は積極的に優良漁場の確保に
努めてきている。しかしながら、既存漁場の入漁協定
においては毎年入漁条件が厳しくなるなか、資源状況
の悪化、地域漁業管理機関における漁獲枠削減等の規
制強化や、輸入品との競合などによる長期的な魚価の
低迷等、本漁業をめぐる環境はますます厳しくなる傾
向にある。

表15　かつお・まぐろ漁業

⑴　かつお・まぐろ漁業許認可隻数
（21年８月１日現在）

遠洋かつお・まぐろ漁業� 401隻
近海かつお・まぐろ漁業� 401隻
　　　　合　　計� 802隻

⑵　かつお・まぐろ漁業の漁獲量
　（21年、概数、かっこ内は前年）

まぐろはえなわ漁業� 147千t� （172千t）
かつお一本釣り漁業� 101千t� （107千t）
合　　計� 247千t� （278千t）

４　遠洋底びき網漁業

遠洋底びき網漁業の平成21年８月１日現在の許認可
隻数は42隻となっている。

⑴　ロシア水域
地先沖合交渉の合意に基づき4隻が操業。1 〜 4月に

北千島海域において抱卵スケトウダラを対象として操
業。
⑵　南極水域（CCAMLR）及びフォークランド水域
現在、CCAMLRではナンキョクオキアミ１隻、メ

ロ１隻の計２隻が操業。フォークランド水域では１隻
が、ホキ､ ミナミダラ等を対象として操業。

⑶　ニュー・ジーランド水域
形式用船方式により、１隻がミナミダラ、ホキ、イ

カ等を対象として操業。
⑷　北西大西洋水域（NAFO）

カラスガレイ、アカウオ等を対象に１隻が操業して
いたが、平成21年、操業船を所有する経営体の経営悪
化により、操業を見合わせた。

⑸　天皇海山水域
操業隻数は６隻（うち、２隻は専業）であり、キン

メダイ、クサカリツボダイを主対象として操業。

５　海外いかつり漁業

海外いか釣り漁業（大型いか釣り漁業）は、昭和44
年にそれまでの自由漁業から大臣承認漁業へ移行され
た。承認隻数は当初200隻を超えていたが、昭和57年
から58年にかけてのいか流し網漁業への転換及び経営
不振による廃業等により減少が続き、指定漁業となっ
た平成14年８月の許可の一斉更新時で許認可隻数79
隻、平成15年は80隻、平成18年においては76隻となっ
ており、このうち185t以上の大型いか釣り漁船の隻数
は、平成14年に51隻であったものが平成20年には13隻
と大幅に減少した。なお、平成19年８月の一斉更新で、
従来大型・中型と５つの操業区域に分かれていた区分
が統合された。

主な操業水域は、ペルー水域、ニュージーランド水
域及び北太平洋水域（日本、ロシア水域及び公海。）
であり、これらの水域を組み合わせることにより操業
を行っている。

生産状況は、最盛期には、10万tから20万t、金額で
180億円から240億円の漁獲を行ったが、近年では、平
成12年の18万tで160億円の漁獲金額をピークに毎年減
少を続け、平成15年は約５万tで約60億円、平成17年
は約５万４千tで約61億円、平成21年は約２万９千tで
約28億円と減少している。

⑴　ペルー沖水域（アメリカオオアカイカ）
当該水域での操業は、平成３年から操業が開始され

たが、エルニーニョ現象の影響により、平成10年以降
は資源状態が悪化したため入漁を見合わせたが、平成
12年から資源の回復に伴い操業を開始した。近年、資
源水準は安定的に推移している。

安定的な入漁条件を確保するため、平成15年から政
府間協定締結交渉を開始し、平成16年１月、同年８月
に入漁料等が大幅に引き下げられた。ペルー側の政治
事情から協定締結は出来なかったが、同年12月漁業協
力の実施と安定的な入漁の確保等を内容とする政府間
の合意がなされている。平成21年は、４隻の操業が行
われている。
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⑵　ニュージーランド水域（ニュージーランドスルメ
イカ）

当該水域は、昭和40年代後半に漁場が開発され、最
盛期には150隻を超えて操業されていたが、200海里設
定以降、操業条件が厳しくなったこと及び資源の減少
により、年々入漁隻数が減少し、平成14年には出漁隻
数がゼロとなった。

しかし、平成15年は海洋水産資源開発センター調査
船による調査を行い、平成16年には３隻、平成17年に
は、４隻が出漁した。平成21年は、２隻の操業と調査
船による調査が行われている。

⑶　北太平洋水域（アカイカ、スルメイカ）
他の漁場と比較して距離が近いことから、重要な漁

場となっている。

第10節　国際漁業交渉

１　海洋法に関する国際連合条約の動向

1982年に採択された新たな海洋秩序を構築する「海
洋法に関する国際連合条約」は、1994年11月16日に発
効した。

我が国についても、1996年７月20日に同条約が効力
を生じた。また、「排他的経済水域及び大陸棚に関す
る法律」、「排他的経済水域における漁業等に関する主
権的権利の行使等に関する法律」、「海洋生物資源の保
存及び管理に関する法律」、「水産資源保護法の一部を
改正する法律」等の同条約関連法案も同日より施行さ
れた。

２　二国間交渉

⑴　日ロ漁業委員会第26回会議
2010年の日ロ双方の漁船の相手国200海里水域にお

ける操業条件について協議する日ロ漁業委員会第26回
会議が、2009年11月24日から12月４日までモスクワに
おいて開催された。
（協議の経過）
日ロ漁業委員会第26回会議は、日本側からは本村裕

三水産庁資源管理部長ほかが、ロシア側からはリソー
ヴァヌイ連邦漁業庁副長官ほかが出席した。協議の中
でロシア側は、日本漁船への割当の消化率が低いこと、
ロシア極東水域における資源状態の悪化及び日本側の
許可申請の件数は許可隻数枠に達していないことから
日本漁船の許可隻数の削減等の主張を行ってきた。

このようなロシア側の主張に対し、日本側は国内漁
業者の現状を説明し、双方の妥結点を見いだすことを

目指した。特に相互性に基づく操業については、昨年
同様、日本側から機材供与等の協力を行う意向を表明
し、協議を重ねた結果、次のとおりの内容で合意に至っ
た。
（合意の内容）
ア　ロシア水域における日本漁船の操業条件
鉉　相互性入漁

ａ　漁獲割当量は51,945t（前年は51,953t）。
ｂ　日本側（民間団体）からロシア側に対し専

門家の研修及び機材の供与を含む協力事業
を実施。

鉤　有償操業
ａ　漁獲割当量は5,064t（前年は5,210t）。
ｂ　日本側（民間団体）はロシア側に２億722

万円を支払う。
鉈　共通事項

許可隻数枠は相互性、有償併せて591隻。
イ　日本水域におけるロシア漁船の操業条件
鉉　漁獲割当量は51,945t（前年51,953t）。
鉤　許可隻数枠は101隻（前年101隻）。
⑵　日ロ漁業合同委員会第26回会議

日ロ漁業合同委員会第26回会議が2010年３月15日か
ら３月18日までの間、東京において開催された。

本委員会においては、当面する漁期におけるロシア
を母川国とする溯河性魚類（さけ・ます）の日本によ
る漁獲の条件が決定されるとともに、北西太平洋の公
海における生物資源の保存及び管理の問題、日ロ両国
の団体及び企業の間の漁業分野における協力関係等に
つき広く意見交換が行われた。
（協議の概要）
日ロ漁業合同委員会第26回会議は、日本側からは本

村裕三水産庁資源管理部長ほかが、ロシア側からはリ
ソーヴァヌイロシア連邦漁業庁副長官ほかが出席し
た。

まず、日本漁船による我が国200海里内でのロシア
系さけ・ますの漁獲に関して、ロシア側は当初、さけ・
ます資源の保存及び再生産にかかるコストが必要であ
ることから、協力費の引き上げを強く主張してきた。
しかしながら、科学者間の協議を含め、双方が検討を
重ねた結果、最終的に次のとおりの内容で妥結した。
◯2010年に日本漁船が日本200海里内で漁獲するロシ
ア系さけ・ますの上限量を3,055tとする（前年2,855t）。
◯日本200海里内を回遊するロシア系さけ・ますの保
存への協力の一環として、日本側（民間団体）はロシ
ア側に対して3.85億円を下限とし、4.43億円を上限と
する額に相当する機械及び設備をさけ・ます再生産の
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ためロシア側に供与する。協力費の額は漁獲実績に応
じて決定される（前年3.64億円〜 4.257億円，支払い
方法前年同。）。

このほかの議題として、「漁業の分野における両国
の民間ベースでの協力については当該協力を今後とも
互恵的な形で発展させていくことで一致し、2010年の
漁業の分野における両国政府間の科学技術協力計画が
採択される等、幅広い議論が行われた。
⑶　ロシア連邦の200海里水域における日本国の漁船

によるロシア系さけ・ますの2010年における漁
獲に関する日ロ政府間協議

本協議は2010年３月19日から３月26日まで東京にお
いて、また４月１日から４月９日までモスクワにおい
て開催された。

本協議においては、我が国漁船によるロシア連邦の
200海里水域におけるロシア系さけ・ますの漁獲の条
件が決定された。
（協議の概要）
日本側からは本村裕三水産庁資源管理部長ほかが、

ロシア側からはリソーヴァヌイ連邦漁業庁副長官ほか
が出席した。

本協議では、漁獲割当量及び入漁料に関して、日露
双方の意見が一致するまでに時間を要したが、最終的
に次のとおりの内容で妥結した。
（合意の内容）
漁獲割当量8,447t（前年は6,880t）
操業隻数は36隻（前年31隻）。

⑷　日韓漁業協定
平成10年９月25日、日本海及び済州島南部水域での

暫定水域の設定、すけとうだら、ずわいがに、その他
の漁獲量の取扱い等に関して基本合意に達し、11月28
日に鹿児島で署名が、12月11日に我が国国会で、翌年
１月６日に韓国の国会で協定が承認された。

他方、基本合意後において双方の排他的経済水域に
おける操業条件、漁獲割当量や暫定水域での資源管理
等について協議が続けられたものの、特に韓国のズワ
イガニを目的とする底刺し網漁業、かご漁業の扱いを
巡って韓国側と日本側との意見が対立した。このため
1999年（平成11年）１月22日、協定は発効したものの、
双方の排他的経済水域での相手国漁船の操業は行えな
い状況となったが、２月５日、日韓双方の相手国水域
での操業条件についての合意が得られ、２月22日から
相手国水域での相互操業が行われた。

その後、年毎に自国排他的経済水域に入漁する相手
国漁船の操業条件について協議が行われ、2010年漁期

（３月１日から１年間）の操業条件については、双方

とも削減を行い、入漁隻数は900隻、総漁獲割当量は
60,000tと日韓等量等隻であり、対前年比では、入漁
隻数40隻減、総漁獲割当量前年同となった。

なお、入漁隻数及び総漁獲割当量を決めるほかに、
2005年から魚種別・漁業種類別漁獲割当も実施してい
る。

また、海洋生物資源専門家小委員会の設置要領に基
づき、2009年９月に東京にて同小委員会の第６回定期
会合が開催された。

なお、暫定水域の資源管理等については、協定発効
当初から、協定に基づく勧告に向けた協議を行うよう
提案し続けているが、韓国側は竹島問題を理由に、協
議に一切応じられないとの姿勢を終始崩さず、日本側
は改めて右協議の開催を求めた。また、このような状
況を踏まえ、暫定水域で操業する漁業者同士による民
間協議に対し、両国政府が積極的に支援指導及び助言
することについて意見の一致をみた。

⑸　日中漁業協定
日中間においては、国連海洋法条約の趣旨に則した

新たな協定を、2000年２月に北京で開催された大臣級
協議により、2000年６月１日に発効することで意見の
一致を見た。それに伴い、2000年４月から相手国入漁
のための操業条件等の決定のために３回の部長・副局
長協議を開催し、2000年５月18日に2000年漁期の操業
条件について合意し、2000年６月１日に新協定が発効
した。

日中漁業協定に基づき、日中漁業共同委員会におい
て、排他的経済水域に入漁する相手国漁船の操業条件
について両国へ勧告されているほか、暫定措置水域に
おける資源管理措置、日中海洋生物資源専門家小委員
会の設置が決定されている。

2010年漁期の相手国入漁のための操業条件について
は、2009年12月18日に北京で開催した共同委員会にお
いて、漁獲割当量等の削減を行うこととし、日中両国
とも総漁獲割当量及び総許可隻数をそれぞれ10,741t
及び408隻とすること等を内容とする2010年漁期の操
業条件を日中両国政府に勧告することが決定された。

⑹　日米漁業協議
米国200海里内において、我が国漁業の枠組みとなっ

ていた日米漁業協定については、1991年末に期限が満
了し、同水域における対日漁獲割当量、洋上買魚とも
ゼロとなったことから、延長を行わなかった。

しかしながら、水産分野における日米の意見交換は
重要であるとして、同協定の失効後、種々の漁業問題
を討議するために定期的な実務者漁業協議の場として
日米漁業委員会が設立され、1992年１月東京において
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第１回協議が行われ、その後、同委員会は毎年１回開
催されてきたが、2000年８月、米国は、我が国が北西
太平洋における調査捕鯨を拡大したこと（対象にニタ
リ鯨、マッコウ鯨を追加）に強い懸念を示して同年９
月に予定されていた日米漁業協議委員会の開催の取り
やめを通知したことから、これ以降、同委員会の開催
が中断された。

しかしながら、近年の漁業問題の深刻化により、双
方の合意で、2003年の第８回協議から再開され、第９
回協議は2004年１月に東京で行われた。

⑺　日加漁業協議
トロール漁業については1999年以降、まぐろ延縄漁

業については2000年以降、カナダ水域への入漁は認め
られていない。

2001年以降については、協議開催前にカナダ側より
トロール漁業及びまぐろ延縄漁業についての我が国の
入漁を認めない旨の通知があり、協議は行われていな
い。

⑻　日・ニュージーランド漁業交渉
1978年９月に発効した日・NZ漁業協定に基づき、

毎年、我が国漁船のNZ水域における操業条件が決定
されてきていた。96/97漁期より、我が方と先方の入
漁条件が折り合わず、我が国漁船の操業が行われなく
なったことから，NZ側は協定を不必要とし、97年９
月をもって協定は失効した。

⑼　日・パプアニューギニア漁業交渉
1981年１月に締結された日・パプアニューギニア漁

業取極により、我が国まぐろ漁船が入漁していたが、
86年12月、パプアニューギニア側が従来の入漁料より
２倍以上の値上げを要求、このため交渉は決裂し、協
定は87年３月をもって失効していた。2006年４月に本
格的な入漁交渉を再開し、同年５月１日から、まき網
漁船の入漁が認められ、現在に至るまで安定的な入漁
関係が維持されている。

⑽　日・キリバス漁業交渉
1978年６月に発効した日・ギルバート諸島政府間漁

業協定（キリバスの独立は79年７月12日）に基づき、
まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とする入漁協定が78
年７月に発効した。入漁協定は操業条件をめぐり４
度にわたる決裂中断があった（81年７月−10月，82年
11月−83年８月，93年８月−９月，97年６月−９月）。
その後は安定的な入漁関係が維持されている。入漁料
は水揚げ金額の５%であり、航海毎に支払う方式が採
られているが、まぐろ延縄については、年間許可方式
との選択が可能となっている。また、まき網漁船につ
いては、入漁協定が93年９月に発効し、現在まで安定

的な入漁関係が維持されている。入漁料は、水揚げ金
額の５%となっている。

⑾　日・ソロモン漁業交渉
1978年９月に発効した日・ソロモン諸島政府間漁業

協定に基づき、まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とす
る入漁協定が78年10月に発効した。入漁協定は操業条
件をめぐり２度にわたる決裂中断があった（82年10月
−83年１月，99年１月−00年９月）。その後は安定的
な入漁関係が維持されている。入漁料は水揚げ金額の
５%であり、年間許可が採られている。また、まき網
漁船については、入漁協定が00年10月に発効し、現在
まで安定的な入漁関係が維持されている。入漁料は、
水揚げ金額の５%となっている。

⑿　日・オーストラリア漁業交渉
1979年11月に発効した日・豪漁業協定に基づき、毎

年「日本国のまぐろ延縄漁業に関する日本国政府と
オーストラリア政府の間の補足協定」が締結され、こ
れれに基づく入漁が行われていた。しかしながら、豪
州側は「みなみまぐろ保存委員会」で国別割当が決定
できない場合、日豪漁業協議を行わないという立場を
とり、97年度のみなみまぐろ保存委員会で資源評価を
めぐる意見の対立から国別割当が決定できなかったた
め、我が方がみなみまぐろ保存委員会と日豪漁業協定
とは本来リンクされるべきではないとの主張したにも
かかわらず、97年度以降日豪漁業協議は行われていな
い。その結果、現在豪州水域への入漁は行われていな
い。

⒀　日・フランス漁業交渉
1979年７月に発効した日・フランス漁業取極に基づ

き、我が国まぐろ漁船がフランスの海外領土水域へ入
漁してきたが、2001年２月をもって入漁は途絶えてい
る。この原因は、入漁料の支払方法が一括前払い方式
となっていること、さらに現在フランスの海外領土の
うち唯一入漁の対象としているニューカレドニア水域
には広大な操業禁止水域が設定されているため、我が
国業界の関心が薄いことにある。

⒁　日・インドネシア漁業交渉
インドネシアは、1980年３月群島基線の外側200海

里の経済水域を設定し、81年以降国内法整備ができる
までの暫定措置として、我が国のかつお一本釣り及び
まぐろはえなわ82隻に限り許可発給を行っていた。83
年10月に同国は、200海里経済水域法を制定し、以降
３回にわたり我が国と漁業交渉を行ったが，入漁料等
の操業条件が折り合わず、84年以降同国水域から我が
国漁船は撤退している。
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⒂　日・ミクロネシア連邦漁業交渉
1979年４月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効した。入漁協定は操業条件
をめぐり２度にわたる決裂中断があった（82年１月−
４月，83年８月−84年２月）。その後は安定的な入漁
関係が維持されている。入漁許可は、年間もしくは期
間ごとの許可方式が採られている。

⒃　日・マーシャル諸島漁業交渉
1979年７月、まぐろ延縄,かつお一本釣りを対象と

する入漁協定が発効し、その後先方政府からの希望に
より、日・マーシャル政府間漁業協定が81年４月に発
効した。入漁協定はこれまでに中断したことはなく、
安定的な入漁関係が維持されている。入漁料は水揚げ
金額の５%であり、航海毎に支払う方式が採られてい
る。また、まき網漁船については、93年９月に入漁協
定が発効し、現在まで安定的な入漁関係が維持されて
いる（現行の協定は99年９月に発効）。まき網の入漁
料は、水揚げ金額の５%となっている。

⒄　日・パラオ漁業交渉
1979年１月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効した。入漁協定は操業条件
をめぐり３度にわたる決裂中断があった（82年10月−
83年12月，86年７月，91年８月−92年１月）。その後
は安定的な入漁関係が維持されている。入漁料支払い
方式は、年間支払方式もしくは航海毎支払い方式であ
り、前者の入漁料は水揚げ金額の４%，後者は入漁料
の５%となっている。

⒅　日・ツバル漁業交渉
1986年６月に発効した日・ツバル政府間漁業協定に

基づき、まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とする入漁
協定が86年６月に発効した。入漁協定は操業条件をめ
ぐり２度にわたる決裂中断があった（88年６月−90年
５月，91年６月−94年２月）。その後は安定的な入漁
関係が維持されている。入漁料は航海毎に一定額を支
払う方式が採られている。また、まき網漁船について
は、入漁協定が98年３月に発効し、現在まで安定的な
入漁関係が維持されている。まき網の入漁料は、水揚
げ金額の５%となっている。

⒆　日・ナウル漁業交渉
1994年７月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効し、現在まで安定した入漁
関係が維持されている。まぐろ延縄、かつお一本釣り
の入漁料は水揚げ金額の５%であり、航海毎に支払う
方式が採られている。また、まき網の入漁料は、水揚
げ金額の５%となっている。

⒇　日・フィジー漁業交渉
1998年７月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効し、現在まで安定した入漁
関係が維持されている。入漁料は、航海毎に一定額を
支払う方式が採られている。

睥　日・モロッコ漁業交渉
2010年３月に東京において漁業交渉が開催された。

その結果、許可期間を１月１日〜９月10日（前期）、
９月11日〜 12月31日（後期）とし、操業条件は①許
可隻数枠15隻（通年）、②入漁料2,000ドル／隻／年、
③ライセンス料49,500ディルハム／隻／年（約58万
円）、④科学オブザーバー乗船については、前期は最
大４人、後期は最大２人とし、経費については、２隻
以下の場合6,000ドル／年、３隻以上の場合10,000ドル
／年、⑤モロッコ人漁船員の雇用は運用により努力目
標とする。

睿　日・ペルー非公式漁業協議
いか釣り漁業者のペルー入漁に関し、2009年５月に

リマにおいて非公式漁業交渉が開催された。2009年７
月から2010年６月まで入漁料65ドル／（漁船トン数）・
月、転載量15ドル／（漁獲物トン数）の条件で操業が
行われている。

３　多国間交渉

⑴　国際捕鯨委員会（IWC）
第61回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合本会議が、

2009年６月22日から６月25日までマデイラ（ポルトガ
ル）において開催された。

主要論点についての概要は以下のとおり。
ア　加盟国の状況

昨年の年次会合以降、エリトリア、リトアニア、
エストニア、ポーランドが加盟し、本年の年次会合
における加盟国は85 ヶ国となった。

イ　IWCの将来
以下の内容の決議がコンセンサスで採択された。
○　遅くとも2010年のIWC年次会合までに、公平

かつバランスの取れたパッケージに合意できるよ
う努力を強化する。

○　交渉参加国の少数化及び効果的な連絡体制を構
築する。

○　会合にはコンセンサスでの合意に到達するため
の権限を与えられた代表団が参加する。

○　IWC議長は、非公開かつ時間無制限の交渉の
場を計画する。

○　少数国によるサポートグループを設立する。
（＊）�サポートグループは、日本、米国、豪州、アンティ
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グア・バーブーダ、ブラジル、カメルーン、独、
アイスランド、メキシコ、NZ、セントキッツ・
ネーヴィス及びスウェーデンの12カ国。

ウ　沿岸小型捕鯨
我が国沿岸小型捕鯨におけるミンククジラ150頭

の捕獲枠付与提案については、引き続き、「IWCの
将来」プロセスの中で検討することなった。

エ　調査捕鯨
第二期北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPNII）のこ

れまでの成果に関する専門家パネルによるレビュー
結果に関し、豪州、NZ、欧州諸国、ラ米諸国等は、
致死的調査の実施に反対の立場を表明した。これ
に対し、我が国、アイスランド、ノルウェー等よ
り、右レビューは極めて中立的・科学的に行われ、
JARPNIIに対する前向きな評価や建設的な勧告が
多数なされている旨を指摘した。

オ　海上の安全
我が国は、シーシェパードの妨害行為について、

映像を用いて犯罪性を説明し、我が国の取組を紹介
するとともに、関係国に対して、関連する国際条約、
国内法に基づき必要な措置をとるように強く要請し
た。これに対し、豪州（寄港国）は、豪州連邦警察
が捜査を行っている旨、蘭（船籍国）は、現在措置
を検討しており、近いうちにその内容を発表する旨
を発言した。また、約30か国が、シーシェパードの
暴力行為を非難し、関係国に対応を要請した。

カ　先住民生存捕鯨
デンマーク（グリーンランド）は、科学委員会

からの助言に基づき、2010年においてザトウクジラ
10頭の捕獲枠を要求した。しかし、豪州、EU諸国、
アルゼンチン、メキシコ等が難色を示し、コンセン
サスに至らず、更に検討を行い、特別会合を開催し
て結論を出すこととなった。

キ　議長・副議長選出
議長に、チリのマキエラ代表、副議長にアンティ

グア・バーブーダのリヴァプール代表がコンセンサ
スで選出された。

ク　次回年次会合の場所及び日程
第62回IWC年次会合は2010年の５月末〜６月、モ

ロッコのアガディールにて開催することとなった。
⑵　北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

北太平洋におけるサケ・マス資源の保存を目的とし
た同公海海域におけるサケ・マス漁業の禁止を主たる
内容とした「北太平洋における溯河性魚類の系群の保
存のための条約」は、1993年（平成５年）２月16日に
発効したが、本条約に基づき「北太平洋溯河性魚類委

員会（NPAFC）」の年次会議が93年以降毎年開催され、
締約国間の取締り協力、サケ・マス資源に関する科学
的知見等について協議が行われている。

2009年については、第17回年次会議が新潟（日本）
において11月２日から11月６日に開催され、条約加盟
国である日本、米国、カナダ、ロシア、韓国（2003年
加盟）の５か国の他，オブザーバーとしてPICES（北
太平洋海洋科学機関）、台湾等が出席した。

主な討議内容としては、取締活動については、各国
から2009年漁期のNPAFC条約水域（北太平洋公海）
におけるさけ・ます違法操業の取締りについての報告
が行われ、加盟国漁船によるさけ・ますを対象とした
違反操業の現認はなかったものの、潜在的に多くの違
法漁船が条約水域に存在していることが報告されたこ
とから、加盟国間でのより一層の連携を図り、条約水
域における違法操業の防止に取り組むことが合意され
た。

また、さけ・ます資源に関する科学調査については、
太平洋におけるさけ・ますの資源量が引き続き高い水
準にあることが報告されたほか、今後の調査の方向性
について議論が行われた。

次回の第18回会議は、2010年の11月に釜山（韓国）
において開催されることが決定された。

⑶　北西大西洋漁業機関（NAFO）
2009年９月にベルゲン（ノルウェー）において、第

31回年次会合が開催された。
ア　主な魚種別の保存管理措置

2+3KLMO区カラスガレイについて2010年は、
2009年同様、TAC16,000t（日本の漁獲枠1,215t）と
することが合意された。

イ　脆弱な海洋生態系の保存
脆弱な海洋生態系の保存のため、サンゴ及び海綿

密生地の保護区の設定等が採択された。
⑷　全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）

2009年６月に、ラホヤ（米国）にて第80回本会合が
開催された。東部太平洋におけるメバチ・キハダの
保存管理措置に関して議論を行い、2009年以降の保存
管理措置として、以下のとおり合意された。ただし、
2011年の措置については、2011年の科学レビューの結
果を考慮した上で再度合意される必要がある。
ア　まき網漁業

ⅰ）全面禁漁
2009年は59日間、2010年は62日間、2011年は73

日間の全面禁漁。
ⅱ）沖合特定区での禁漁

沖合特定区で、１ヶ月間の禁漁。
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イ　はえ縄漁業
2007年の各国のメバチ漁獲枠から、2009年は４％、

2010年は５％、2011年は９％の削減。
⑸　大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）

2009年11月にレシフェ（ブラジル）において、大西
洋まぐろ類保存国際委員会第21回通常会合（年次会合）
が開催された。
ア　大西洋クロマグロ資源の保存管理措置

東大西洋クロマグロについて、①2009年のＴＡＣ
22,000tから、2010年は13,500tに削減（４割減）、②
科学委員会が資源崩壊の危機（資源の回復が困難な
状況）を認めた場合、2011年は漁業を全面停止、③
地中海まき網漁業の漁期（4月16日から6月14日）を
5月16日から6月14日までの1か月に半減等の措置が
採択された。なお、西大西洋クロマグロ資源の保存
管理措置については従前の通り。

イ　メバチ、メカジキ等については、従前の水準の漁
獲枠を確保した。
⑹　南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）

2009年10月26日から11月６日までホバート（豪州）
にて第28回年次会合が開催され、メロ及びオキアミの
保存管理措置等について議論が行われた。

メロについては、資源悪化の懸念を受け、我が国漁
船の操業海区を含む一部の海区において漁獲可能量が
削減されたものの、引き続き我が国漁船1隻の操業が
認められた。

オキアミについては、操業海区の集中が生態系に与
える影響の懸念を受け、我が国が操業している海区に
おいて、現行の漁獲可能量62万tでの管理から、４つ
に分割した海区毎に漁獲可能量（9万3千t 〜 27万9千t）
を設定する管理に変更された。

⑺　みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）
2009年10月に済州島（韓国）で開催された第16回年

次会合では、ミナミマグロの資源状況が悪化している
ことから、科学委員会の勧告に基づいて、漁獲可能量

（TAC）の20％削減（2010〜 2011のTACは9,449tとなっ
た）、各国がミナミマグロ漁業の遵守措置を確保する
ための行動計画を作成・実施すること、蓄養における
ステレオビデオカメラの試験的導入（2011年に10％を
カバー）、地域オブザーバー計画の検討開始等が合意
された。

次回年次会合は、2010年10月に台湾にて開催予定。
⑻　中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

2009年12月に、パペーテ（フランス領ポリネシア）
において第6回年次会合が開催された。

ア　太平洋クロマグロの保存管理措置
2009年9月の北小委員会で作成された保存管理措

置案（2010年は、太平洋クロマグロに対する漁獲努
力量（操業隻数・日数等）を現状レベルに凍結する）
が原案通り採択された。

イ　メバチの保存管理措置
前年の年次会合で決定した保存管理措置に変更

はなく、2010年は、まき網漁業については集魚装置
を用いた操業の3 ヶ月間の禁止、はえ縄漁業につい
てはメバチの漁獲量の2001 〜 2004年の平均値から
20％削減を行うこととなった。メバチの保存管理
措置は2010年12月の年次会合で全面見直しが行われ
る。

⑼　ベーリング公海漁業問題
「中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保

存及び管理に関する条約」（ベーリング公海漁業条約）
に基づく第14回年次会議が2009年８月31日から９月１
日までの間、スティーブンス（米国）において開催さ
れた。年次会議には加盟６か国のうち５か国（日本、
韓国、ポーランド（EU）、ロシア及び米国）が出席し
た（中国は欠席）。
（協議の概要）
今回の年次会議においても、ベーリング公海にお

けるスケトウダラ資源の回復を示す情報は得られず、
1993年からのモラトリアム（操業の一時停止）は2010
年も継続されることとなった。

また、我が国はこれまでの年次会議で主張してきた
のと同様に、今会議においても漁獲可能水準（AHL：
条約水域におけるスケトウダラの漁獲可能量。年次会
議の科学技術委員会によるスケトウダラの資源評価に
基づき、原則として条約加盟国の意見の一致をもって
設定される。）を設定し、漁業再開に向けた作業を進
めるべきと主張したが、米国及びロシアからの支持を
得られず、AHLは設定されなかった。

次回年次会議については、米国より「バーチャル会
合」が提案され、各国からの支持が得られた事から（欠
席した中国からも書簡により支持を表明）、米国がホ
ストとなり開催されることとなった。
⑽　ストラドリング・ストック（SS）及び高度回遊

性魚種（HMS）に関する国連協定
1992年６月リオ・デ・ジャネイロで開催された「国

連環境開発会議（UNCED）」においてストラドリング・
ストック及び高度回遊性魚種資源の保存・管理につい
ての沿岸国の優先的権利の主張がなされた。それに対
し、我が国、EC、米国等「国連海洋法条約」の規定
を逸脱しているとの反論により、結局、国連主催の政
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府間協議で検討されることとなり、ニューヨークの国
連本部において1993年４月に第１回会合が開催され、
1995年８月、第６回会合でコンセンサスにより協定が
採択された。

本協定の目的は、国連海洋法条約を効果的に実施し、
ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源の保
存と合理的利用を確保することである。保存管理措置
については、EEZ内外での一貫性の確保、

地域漁業機関への協力義務、地域漁業機関が定めた
措置への当該機関非加盟国の遵守義務等が規定されて
おり、取締りについては、転載の規制、旗国以外の検
査官により乗船・検査制度の導入等が規定されてい
る。本協定は、30 ヶ国が批准したことから、2001年
12月11日に発行し、我が国は1996年11月に署名を行い、
2006年８月に批准した。

⑾　インド洋まぐろ類委員会（IOTC）
2009年３月にバリ（インドネシア）にてIOTC第13

回年次会合が開催された。
ア　2009年１月に外部評価（パフォーマンスレビュー）

委員会によりとりまとめられた勧告に基づき、今
後IOTCの機能強化を検討していくことが合意され
た。

イ　熱帯マグロ類（メバチ、キハダ）、メカジキ及び
ビンナガ対象の操業船について、現行の措置で実操
業隻数が制限することになっているが、途上国は漁
船建造計画を提出すれば、無制限に増隻が可能と
なっているところ、途上国の建造計画の提出期限を
定め、その実施状況を検討する措置が採択された。

ウ　資源評価に資するデータ収集強化のため、2010
年７月より、24m以上の漁船の最低５％にオブザー
バーを乗船させること等が決定された。

エ　メバチ、キハダ、メカジキのTAC及び国別割当
の設定について議論したが、合意に至らなかった。

⑿　南東大西洋漁業機関（SEAFO）
2001年の条約の採択当時は、条約水域で日本漁船の

操業実績はなかったが、その後、我が国漁船によるメ
ロを対象とする底はえ縄、オオエンコウガニを対象と
するカニかご漁業が開始され、条約水域内の我が国漁
船の安定的な操業機会の確保と、この漁業機関が実施
する保存管理措置に我が国の意見を反映させる観点か
ら、同条約を締結する必要性が生じた。このため、臨
時国会での審議及び閣議での了承を経て、2009年12月
11日、国際連合食糧農業機関事務局長に本条約加入書
を寄託し、2010年１月10日、同条約は我が国について
効力を生じることとなった。

⒀　第15回ワシントン条約締結国会議
2010年３月にドーハ（カタール）にて第15回ワシン

トン条約締結国会議（CITES-COP15）が開催された。
本会議に向けて、モナコが大西洋クロマグロの附属

書Ⅰ掲載提案を、米国、EU等がサメ類（ニシネズミ
ザメ、アブラツノザメ、ヨゴレ、アカシュモクザメと
その類似種４種）と宝石サンゴの附属書Ⅱ掲載提案を
行った。我が国は、商業漁業対象種の持続可能な利用
を確保するため、これらの資源管理は大西洋まぐろ類
保存国際委員会等の地域漁業管理機関を通じて、科学
的資源評価に基づき関係国が協力・連携して行うべき
との立場から、これらの提案には反対の立場をとり、
附属書掲載を回避すべく、外交ルート等を通じ、ある
いは会議場で加盟国への働きかけを行い、我が国の考
え方への理解を求めたところ、これらの附属書掲載提
案は全て否決された。

４　国際漁業再編対策事業

⑴　事業の趣旨
我が国の国際漁業をめぐる情勢が一段と厳しさを増

している中で、現在の国際社会における我が国の立場
を考えた場合、資源状態等に関する科学的根拠や漁獲
実績をもとにした外交交渉によっても、我が国の国際
漁業の存続を確保することが必ずしも可能な状況には
なく、漁業種類によっては縮減せざるを得ない場合が
ある。

この場合に重要なことは、漁業者のみならず、関係
事業者及び従事者に影響の大きい国際漁業の再編整備
をできる限り混乱なく進めることである。

このため、平成元年12月22日の閣議了解により、国
際漁業の再編整備について、国際的な情勢を基礎とし
て計画的に実施するとともに、これに伴う所要の対策
を総合的に講ずる仕組みを設けることとした。

本事業は、この一環として、将来の国際漁業に関す
る的確な見通しの下に国際漁業の再編整備を計画的に
行うため、交付金の交付等の措置を実施するものであ
る。

⑵　事業の概要
ア　減船漁業者救済対策事業

実施計画に従って減船を行った者に対し、減船漁
業者救済費交付金の交付を行う。

イ　不要漁船処理対策事業
実施計画に従って減船に伴って発生する不要漁船

をスクラップ処分等にした場合に、不用漁船処理費
交付金の交付を行う。
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ウ　国際漁業再編対策推進事業
国際漁業再編対策を円滑に推進するため、国際漁

業の情勢の把握や交付金の交付等のための推進体制
の整備を行う。

⑶　事業の実績
これまで元年度に北洋はえなわ・さし網漁業及び東

部ベーリングつぶ漁業、2 〜４年度に北洋さけ・ます
漁業、３〜５年度に北方底びき網漁業、４〜６年度に
公海流し網漁業、10年度に遠洋まぐろはえなわ漁業、
13年度にたら等はえ縄漁業、18年度に日本海べにずわ
いがに漁業、20年度に遠洋まぐろはえ縄漁業及び近海
まぐろはえ縄漁業について本事業を実施した。

第11節　漁船対策

１　漁船の勢力と建造状況

我が国の漁船勢力の実態を把握するため、毎年12月
31日現在の漁船統計表を作成している。この統計は各
都道府県における漁船の登録隻数と、漁船登録を必要
としない総トン数1t未満の無動力漁船数を集計したも
ので、20年末については、表16のとおりである。

また、漁船法（昭和25年法律第178号）第４条１の
規定に基づく21年度の農林水産大臣の漁船建造許可件
数は表17のとおりである。

２　漁船の依頼検査と性能改善

漁船法第25条の規定に基づく漁船の依頼検査の21年
度実績は、総合検査７件、船体検査９件、機関関係検
査11件、その他１件の合計28件、検査手数料収入総額
は520万円であった。

３　漁船の輸出

漁船の外国への輸出（譲渡又は貸渡し）については、
経済産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて承認するこ
ととなっている。この際に、国際漁業協定等に基づく
漁業秩序の維持、漁業資源の保護等を総合的に勘案し、
水産庁において、事前承認を行っている。21年度にお
ける貸渡しは３カ国18隻、輸出については10カ国47隻
であった。

４　漁船等省エネルギー・安全推進事業のう
ち次世代型漁船等調査検討事業

将来にわたって水産物を持続的に安定供給するため
には、燃油経費の削減等、収益性を確保できる経営に

体質転換を図ることが急務となっている。また、地球
温暖化防止の観点から、100％化石燃料に依存した漁
船漁業において、資源の循環や消費抑制・効果的利用
を促進する等の革新的な環境循環型エネルギー技術の
開発が求められている。

このため、技術開発の進展が目覚ましい水素燃料電
池を動力源とした漁船の検討、また、漁船の安全・環
境に関する国際基準等において、我が国漁船の実態に
即した合理的かつ経済的な内容への検討など、以下の
事業を行った。

⑴　水素燃料電池等を利用した漁船の調査検討
水素燃料電池を動力源とする漁船に関する技術的調

査検討を行うと共に、漁船規模や漁業種類についての
適合漁船の検討を実施した。

⑵　漁船国際条約等検討
国際海事機関（IMO）における海上人命安全

（SOLAS）条約、トレモリノス漁船安全条約議定書の
見直し及び小型漁船（12ｍ未満）安全指針検討、並び
に国内漁船安全関係基準の見直し作業等の検討を実施
した。

トレモリノス漁船安全条約議定書の見直しに向けて
基礎資料を作成し、我が国の主張に資する提案の検討
及び取りまとめを実施した。

⑶　インベントリリスト検討
造船所や機器メーカーにおいて、有害物質の船種・

年度別の使用箇所及び使用量等について現地調査を実
施すると共に、データベース作成に向けてのアンケー
ト調査等を実施し、遠洋まぐろ延縄漁船のインベント
リリストを作成した。

⑷　条約対応漁船居住設備検討
沖合底びき網漁船（160トン型）にILO漁業労働条

約の居住設備基準を適用した場合の試設計を行い、一
般配置図や船員設備詳細図の作成等を実施した。
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表16　平成20年漁船統計表
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第12節　�漁港・漁場・漁村の整備
及び維持管理

１　漁港の指定

漁港の指定については、昭和26年以来漁港漁場整備
法（昭和25年法律第137号）第６条の規定により行わ
れている。その内容は表18のとおりである。

表18　指定漁港数

漁港種類 20年
度末

21年度
指　定

21年度
取消し

21年度
末現在

第１種漁港 2,207 − 2 2,205
第２種漁港 496 − − 496
第３種漁港 114 − − 114
第４種漁港 100 − 1 99

計 2,917 − 3 2,914
（注）�第３種漁港には特定第３種漁港（八戸ほか12港）が

含まれている。

２　漁港の管理

20年度において、漁港漁場整備法第25条第２項の規

定による漁港管理者の選定の届出があり、同条第３項
の規定に基づき告示した漁港は２漁港であり、20年度
末の漁港管理者別漁港数は表19のとおりである。

表19　漁港管理者別漁港数
21年度末

漁港種類 20年度末 総　数 都道府
県管理

市町村
管　理

第１種漁港 2,207 2,205 360 1,845
第２種漁港 496 496 310 186
第３種漁港 114 114 108 6
第４種漁港 100 99 99 −

計 2,917 2,914 877 2,037

３　漁港・漁場・漁村の整備

⑴　漁港漁場整備長期計画
漁港漁場整備長期計画は、漁港漁場整備法第６条の

３の規定に基づき、漁港漁場整備事業の総合的かつ計
画的な実施に資するため策定されており、我が国の水
産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点
から、計画期間に係る事業の実施の目標及び事業量を
定めている。平成19年６月８日に第２次の長期計画を

表17　平成21年度漁業種類別・トン数別建造許可隻数
表17　
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策定したところであり、平成19年度から平成23年度の
５年間に取り組むべき課題を以下の３つに絞り込み、
それらに対する事業を総合的かつ効率的に実施するこ
とにより、概ね５年後を目途に、成果を発現させる。
ア　我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上
鉉　目指す主な成果

水産基本計画における自給率目標の達成のた　
め、漁場再生及び新規漁場整備により概ね14.5万
tの水産物（概ね230万人の国民の消費を賄う水産
物に相当）を新たに提供する。
鉤　事業量

我が国周辺水域において、水産資源の生産力の
向上を図るため、次の事業を実施する。
ａ　概ね7万5,000haの魚礁や増養殖場を整備す

る。
ｂ　概ね25万haの漁場において効用回復に資す

るたい積物除去等を推進するとともに、概ね
5,000haの藻場・干潟の造成に相当する水産資
源の生育環境を新たに保全・創造する。

イ　国際競争力の強化と力強い産地づくりの推進
鉉　目指す主な成果

水産物の流通拠点となる漁港で取り扱われる水
産物のうち、漁港漁場整備事業を通じた高度な
衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合を、
23％（平成16年度）から概ね50％に向上させる。

水産物流通拠点となる漁港のうち、産地市場前
面の陸揚げ用の岸壁が耐震化された漁港の割合
を、９％（平成16年度）から概ね40％に向上させる。
鉤　事業量

産地市場の統廃合など水産物流通の構造改革を
推進しつつ、水産物の安定供給体制を構築してい
くことを目的として、次の事業を実施する。
ａ　水産物流通の拠点となる地区にあっては、陸

揚げ時の処理水への清浄海水の導入等による衛
生管理の強化や漁港施設の耐震化等の推進を図
る地区として、概ね150地区を整備する。

ｂ　中核的に生産活動や操業準備活動等が行われ
る地区にあっては、港内作業時の安全性の確保、
陸揚げ作業時間のロス解消、蓄養殖水面の整備
など水産物の保管機能を強化することにより鮮
度の保持を図る地区として、概ね485地区を整
備する。

ウ　水産物の安定的な提供等を支える安全で安心な漁
村の形成
鉉　目指す主な成果

漁港・漁場の水域環境の改善を図る中で、漁業

集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人
口比率を35％（平成16年度）から概ね60％に向上
させる。

地震防災対策強化地域等に立地する漁村のう
ち、漁港漁場整備事業により地震や津波に対する
防災機能の強化が講じられた漁村の人口比率を、
21％（平成16年度）から概ね30％に向上させる。
鉤　事業量

漁港漁場整備を推進することにより漁村の活性
化を図る地区として、概ね280地区を整備する。

⑵　直轄特定漁港漁場整備事業
漁港漁場整備法に規定する漁港漁場整備方針に適合

した特定漁港漁場整備事業計画に基づき、国が漁港施
設のうち基本施設、輸送施設又は漁港施設用地（公共
施設用地に限る。）の整備及び排他的経済水域におけ
る漁場整備を行う事業であって、計画事業費が一事業
につき20億円を超えるもの等一定の要件を満たすもの
である。21年度においては、243億4,758万円をもって
36地区について事業が実施された。

⑶　地域水産物供給基盤整備事業
水産資源の増大と持続的利用に資する共同漁業権の

区域内等地先の漁場と、当該漁場に密接に関連する第
１種漁港等で沿岸漁業及び増養殖の振興に資する漁港
を一体的に整備する事業であって、計画事業費が一事
業につき３億円を超えるもの等一定の要件を満たすも
のである。21年度においては、事業費605億4,292万円

（国費369億4,292万円）をもって328地区について事業
が実施された。

⑷　広域漁港整備事業
第３種漁港、第４種漁港等の整備及びそれらの漁港

を本拠地とする漁船が利用する共同漁業権の区域内等
地先の漁場施設について一体的に整備する事業であっ
て、１漁港あたりの計画事業費が３億円を超えるもの
等一定の要件を満たすものである。21年度においては、
事業費643億5,753万円（国費403億7,552万円）をもっ
て239地区について事業が実施された。

⑸　広域漁場整備事業
共同漁業権の区域外において、利用が広範囲にわた

る規模の大きな漁場や共同漁業権の設定されている区
域外と機能上密接に関連する漁場を整備する事業で
あって、計画事業費が一事業につき３億円を超えるも
の等一定の要件を満たすものである。21年度において
は、事業費219億3,426万円（国費109億7,931万円）をもっ
て86地区について事業が実施された。

⑹　水産物供給基盤機能保全事業
漁港施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準
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化・縮減を図るため、機能診断や保全計画の策定、保
全工事を漁港管理者である地方公共団体に助成されて
実施されているものであり、平成21年度においては、
事業費30億7,765万円（国費16億3,716万円）をもって、
30都道府県について実施された。

⑺　漁港施設機能強化事業
高潮や波高の増大等に対して十分に安全が確保され

ていない漁港施設について、必要最低限の機能強化、
防護対策を行う事業であって、事業計画期間開始年の
４月１日を起点とし、過去５年間において、高潮、波
高の増大等により被害が生じた漁港であること等一
定要件を満たす物である。21年度においては、事業費
９億5,900万円（国費５億7,700万円）をもって、３府
県について実施された。

⑻　浮魚礁漁場整備事業
共同漁業権の設定されている区域の内外において浮

魚礁の整備を行う事業であって、計画事業費が一事業
につき5,000万円を超えるもの等一定の要件を満たす
ものである。21年度においては、事業費８億8,720万
円（国費５億円）をもって２県について事業が実施さ
れた。

⑼　水域環境保全創造事業
公害等の原因により効用の低下している沿岸漁場の

生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善、漁港区
域内における環境保全を図るため、たい積物除去、しゅ
んせつ、作れい、耕うん、覆土、藻場・干潟の造成、
水質浄化施設の整備等を行う事業で、計画事業費が一
事業につき55,000万円を超えるもの等一定の要件を満
たすものである。21年度においては、事業費65億500
万円（国費32億5,250万円）をもって46地区について
事業が実施された。

⑽　漁場保全の森づくり事業
漁場環境が悪化している閉鎖的な湾や入り江等の後

背地における森林や河川流域において、栄養塩類等の
供給や濁水の緩和等の漁場環境の保全に相当の効果が
期待される広葉樹林の造成、間伐等を林野庁と連携
して実施するものである。21年度においては、事業費
229億7,023万円（国費100億円）をもって46都道府県
について事業が実施された。

⑾　漁港関連道整備事業
漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化によっ

て漁港機能の充実と漁業生産の近代化を図り、併せて
漁村環境の改善を図るため、漁港管理者たる地方公共
団体又はその他の地方公共団体に助成して実施されて
いるものであり、平成21年度においては、事業費12億
1,450万円（国費6億5,408万円）をもって６地区につい

て事業が実施された。
⑿　作業船整備

北海道の直轄工事において使用する国有作業船の建
造、修理、改造及び北海道の漁港の機能増進のために
必要な機械設備の開発試験を行った。21年度の経費は
2,000万円であった。

⒀　漁港環境整備事業
漁港の環境向上に必要な施設を整備し、漁港の景観

の保持、美化を図り、快適にして潤いのある漁港環境
を形成し、併せて作業効率又は安全性の向上等に資す
るものであって、計画事業費が一事業につき5,000万
円以上のもの等一定の要件を満たすものである。平成
21年度においては、事業費10億3,800万円（国費5億1,900
万円）をもって10道県について事業が実施された。

⒁　漁業集落環境整備事業
水産業の持続的発展の基盤たる役割を果たしている

漁村の生活環境の改善や漁村の活性化等を推進する観
点から、漁業集落における環境整備を実施し、水産業
及び漁村の健全な発展に資するものであって、計画事
業費が一事業につき3,000万円以上のもの等一定の要
件を満たすものである。平成21年度においては、事業
費85億521万円（国費42億5,261万円）をもって64地区
について事業が実施された。

⒂　漁村再生交付金
地域の創造力を活かせるように、地域の既存ストッ

クの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効
率的整備を推進することによって個性的で豊かな漁村
の再生を支援するものであり、計画事業費が一事業
につき5,000万円以上２億円以下のもの等一定の要件
を満たすものである。平成21年度においては、事業費
195億6,851万円（国費107億1,217万円）をもって32都
道府県について事業が実施された。

⒃　水産基盤整備調査事業
この事業は、水産業をめぐる環境の変化に伴い、漁

港、漁村及び漁場の整備に求められる要望等に適切に
対応していくため、水産基盤整備の今後の展開方向を
検討するとともに、その具現化のために必要な計画技
術及び設計技術・施工技術等の改善や手法の確立を図
るほか、漁港の機能の増進、漁場の整備及び開発並び
に漁港背後の漁業集落における生活環境改善のために
必要な調査を実施することにより、水産基盤整備事業
の計画的、効率的かつ円滑な実施に資することを目的
とする。
水産基盤整備調査費

19調査事業費　４億4,375万円（定額）
水産基盤整備調査費補助
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12カ所事業費　１億1,970万円（国費5,985万円）
⒄　後進地域開発特例法適用団体等補助率差額

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割
合の特例に関する法律第２条の適用団体（県）が行っ
た特定漁港漁場整備事業、指定漁港漁場整備事業（事
業費5,000万円以上のものに限る。）、漁港関連道整備
事業及び漁場保全の森づくり事業に係る補助金につい
て、特例法の定める引上率（最高1.25まで）により、
21年度において当該適用団体に補助率差額39億2,226
万円を交付した。
（内訳）
水産基盤分� 4,034,000千円
� （うち有明分　111,737千円）
� 計　4,034,000千円
� （有明分を除く計　3,922,262千円）

⒅　漁業生産基盤の整備【強い水産業づくり交付金の
うち経営構造改善目標】

漁業生産基盤としての共同利用施設等を整備するこ
とにより、効率的かつ安定的な漁業経営構造の育成を
図るための事業であり、平成21年度においては、鮮度
保持施設、燃油補給施設、荷さばき施設、漁業用作業
保管施設、築いそなど175施設の整備を実施した。
⒆　漁港の高度利用のための整備【強い水産業づくり

交付金のうち漁港機能高度化目標】
漁港の機能の向上及び利用の円滑化を目指し、高度

衛生管理、就労環境の改善等の水産業に係る要請の多
様化、都市との交流による漁港利用の増大等の情勢変

化に対応するため、漁業活動の軽労化に資する施設、
快適な漁港環境形成に資する施設等の整備を行う事業
であり、21年度は、22都道県において事業が実施され
た。

⒇　漁村地域力向上事業
この事業は、活力ある漁村づくり及び都市と漁村の

共生・対流を促進するため、地域自らが考え行動する
先導的な取組を誘発するための補助事業と地域の挑戦
を可能とするための環境整備に資する委託事業を併せ
て実施する事業である。

前者においては、提案公募により、17地域の先進的
な地域ぐるみの取組を選定し、その実施に対して支援
を行った。

また、後者では、上記モデル地域の取組事例を基に
成功条件等の検討を行うとともに、地域リーダーの資
質向上等をテーマに地域リーダー育成研修会の開催な
どを行った。

睥　海岸事業
海岸法（昭和31年法律第101号）に基づく、海岸保

全施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水
又は地盤の変動による被害から漁村を保全するため、
堤防、突堤、護岸等の海岸保全施設の新設、改良等を
実施した。また、海岸環境整備事業により国土保全と
の調和を図りつつ海岸環境の整備を実施するほか、津
波・高潮危機管理対策緊急事業により、既存の海岸保
全施設の緊急的な防災機能確保のための整備を実施し
た。平成21年度における海岸保全事業の実施状況は表
20のとおりである。

表20　平成21年度海岸保全事業の実施状況

４　水産業・漁村の多面的機能

⑴　趣旨
水産業・漁村の有する多面的機能について、幅広く

国民の理解と支持を得るために、積極的な普及啓発活
動を展開するとともに、次のような取組を進めている
ところ。

⑵　内容
ア　環境・生態系保全対策

この事業は、国民への水産物の安定供給と藻場・
干潟等の有する公益的機能の維持を図るため、漁業
者や地域の住民等が行う藻場・干潟等の保全活動を
支援するものである。21年度においては25地域協議
会（23道府県）186活動組織で交付金支援による環境・
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生態系保全活動が実施された。また、藻場・干潟等
の保全活動を全国的に推進するため、保全活動状況
の報告会や技術的事項についての講習会の開催等を
行う民間団体に対し助成を行った。（平成21年度予
算額　1,330,000千円）

イ　離島漁業再生支援交付金
生産資材の獲得や販売など、主として輸送の面に

おいて不利な条件にあり、漁業就業者の減少や高齢
化が進展する離島において、地域の漁業を再生する
ための漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活か
した新たな取組に対し、交付金による支援を行った。

制度の対象となる離島を有する都道府県は26都
道県あり、21年度においてはそのうち19都道県83市
町村232集落協定839漁業集落において交付金支援に
よる漁業再生活動が実施された。（H21年度予算額
179,773千円）

第13節　水産関係試験研究

１　水産業新技術開発事業

⑴　漁場環境・水産資源持続的利用型技術開発事業
我が国漁業は、周辺水域の資源状況の悪化、生産量

の減少、魚価の低迷等厳しい状況に直面していること
から、漁業の基盤である水産資源の増大、維持・回復
が重要な課題となっており、資源の回復等に向けた取
組の一環として、良好な漁場環境を確保し、資源の持
続的な利用を図るための研究・開発が強く求められて
いる。このため、漁場環境の改善や資源の持続的利用
を図るための研究・開発を効率的に実施した。
ア　水産物の原産地判別手法等の技術開発事業

優良な形質を有するノリ株を確実・簡便に選抜す
るため、室内培養による品種特性の評価技術開発を
実施した。

イ　DNAチップによる養殖漁場健全度評価手法の開
発事業

養殖漁場の環境負荷軽減及び環境改善に対する取
組の効果を簡便かつ迅速に把握するため、漁場底質
等に生息する微生物相に着目し、微生物相全体から
得たDNA（環境DNA）を用いて漁場環境を評価す
る手法（DNAチップによる評価手法）の開発を行っ
た。

⑵　水産業振興型技術開発事業
我が国水産業は、周辺水域の資源状況の悪化、生産

量の減少、魚価の低迷等厳しい状況に直面している。
このような中、漁業地域の活性化、競争力のある水産

経営を実現するため、今までの水揚量・金額に頼る経
営から、収益を重視する経営への転換を図る必要があ
り、これを支援するための水産技術の革新が強く求め
られている。このため、水産業の競争力強化に資する
研究・開発を効率的に実施していくとともに、新たに
実用化の実現性が高い海藻を中心とした水産バイオマ
ス資源の利用技術の開発等を行った。
ア　漁船漁業二酸化炭素排出量削減調査研究事業

二酸化炭素排出量の増大につながらないバイオ
ディーゼル燃料など、化石燃料に替わるエネルギー
の漁船への導入を目指して、バイオディーゼル燃料
の特性試験を行うとともに実際に漁船用機関に用い
て洋上試験等を行った。

イ　沿岸漁業現場対応型技術導入調査検討事業
沿岸漁業が共有する技術開発課題の明確化及び水

産資源の合理的な利用等に資する新たな技術・操業
形態の導入に向け、「ホタテ桁曳き網漁船の船上選
別作業の改善」など９課題に関する調査・研究を行っ
た。

また、成果普及会を実施し、漁業者をはじめとす
る関係者との意見交換を行った。

ウ　水産バイオマスの資源化技術開発事業
海藻等の未利用資源を原料として、バイオエタ

ノールやバイオメタンガス、バイオプラスティック
の生産、健康増進機能を有するオリゴ糖等の有効成
分の抽出など、総合的に利活用する技術の開発を実
施した。

⑶　新たなノリ色落ち対策技術開発事業
ノリ養殖業における色落ち問題は深刻な状況にあ

り、我が国における主要なノリ生産地で頻繁に発生し、
漁業経営に深刻な打撃を与えている。

このため、ノリ色落ちの原因となる植物プランクト
ンを補食する二枚貝類をノリ養殖漁場近傍で増殖させ
る技術の開発、河川水最適利用技術の開発、ノリ養殖
における効率的な作業管理システムの技術開発を実施
した。

⑷　漁船等省エネルギー・安全推進事業
ア　省エネルギー技術導入促進事業
鉉　衛星利用漁場探索技術実用化事業

効率的な漁場探索により省エネ操業の実現を図
るため、衛星画像（海面高度等）及び漁船からの
観測データ（水温・塩分）による暖水塊の鉛直構
造と漁場形成の関連性の解析等を行った。
鉤　魅力ある水産業のための新技術導入促進事業

水産業における省エネルギー化を推進するた
め、漁業者等からの提案公募により、①漁船漁業
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における省エネルギー技術の導入、実証試験へ
の支援を行う「漁船漁業省エネルギー技術実証事
業」、②生産･加工・流通の各現場への実態やニー
ズに対応した省エネルギー技術の開発への支援を
行う「水産業省エネルギー技術開発事業」、③コ
スト縮減効果が高く、現場への技術導入に向けて
緊急的に必要な実証試験を行う「漁船等省コスト
技術緊急実証事業」を実施し、４回の公募により、
22課題を採択し、省エネルギー技術の実証試験等
を行った。
鉈　バイオマス燃料自給型漁船漁業創出事業

自船の燃料を自給しながら操業する新しい漁業
を創出することを目的として、海洋の未利用バイ
オマス資源を用いて、船上での燃料化及び養殖飼
料用ミールを生産するシステムを開発するための
技術開発及び実証試験を行った。

イ　漁業無線安全等高度活用技術開発事業
漁業専用の通信システムとして操業の安全情報等

を提供している漁業無線では、依然としてアナログ
通信が使用されていることから、安全情報などの漁
業者の必要な情報を文字情報として画面上に表示す
るなど、漁船漁業の安全性の向上に資する洋上無線
設備及び無線局側設備の仕様を決定し、基本設計等
を実施した。

２　水産業振興事業調査

有明海等漁業関連情報提供事業
有明海・八代海は、わが国の漁業・養殖業において

重要な海域であるが、近年の漁業生産は、冬季におけ
る高水温及び珪藻赤潮の発生、夏季における大規模な
貧酸素水及び渦鞭毛藻類赤潮の発生などにより、非常
に不安定な状況が続いている。

このため、有明海等特別措置法に基づく漁業振興対
策の一環として、既存の有明海等環境情報・研究ネッ
トワーク総合推進事業の内容に加えて、有明海・八代
海に設置されている既存ブイのネットワーク化等を推
進し、これにより漁業関係者に対する海域情報の継続
的な提供とさらなる内容の充実を図った。

３　国際漁業問題及び漁業資源に関する調査
研究

国際的な資源管理体制の確立に積極的に貢献するこ
とを目的として、公海、外国排他的経済水域等におい
て漁獲される高度回遊性魚類（かつお・まぐろ類）、
溯河性魚類（さけ・ます類）等の国際漁業資源について、

科学的知見に基づく適切な保存管理を実施するために
必要な、資源調査、科学オブザーバーの育成及び二国
間協定等の枠組みにおける科学者交流を実施した。

４　漁海況予報事業

漁業資源の合理的利用と漁業生産の効率化により漁
業経営の安定を図るため、主要浮魚類の長期漁況海況
予報を作成し公表した。また、（社）漁業情報サービ
スセンターが我が国周辺海域を中心として漁況海況の
実況データを収集、分析、提供を行う事業に対して助
成するとともに、強い水産業づくり交付金により都道
府県が地先沿岸における資源管理に必要な漁況海況情
報の収集・分析・提供を行う事業に対し交付した。

５　独立行政法人水産総合研究センター

独立行政法人水産総合研究センターは、中央省庁等
改革により、平成13年４月１日に、これまでの水産庁
研究所を統合して新たな組織として設立された。

さらに、その後の法人等改革の流れを受けて、平成
15年10月１日に、認可法人海洋水産資源開発センター
及び社団法人日本栽培漁業協会、平成18年４月１日に、
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの事業をそ
れぞれ引き継ぐため組織の改編を行った。

また、第一期中期計画における評価等を踏まえ、第
二期中期計画が平成18年４月１日より開始され、設立
目的である
ア　水産に関する技術の向上に寄与するための総合的

な試験及び研究等を行うこと
イ　さけ類及びます類のふ化及び放流を行うこと
ウ　海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調

査等を行うこと
とした試験研究等業務を行い、情報提供、成果の普及
等に努めたとともに、これらの業務実施に要する経費
について21年度は運営費交付金166億5,500万５千円を
交付した。

第14節　船　　舶

１　水産庁の船舶

水産庁（瀬戸内海漁業調整事務所・九州漁業調整事
務所・境港漁業調整事務所を含む。）の船舶は総数8隻
で、行政需要に対応するため、漁業取締、漁業調査に
区分されている。大きさは149tから2,630tにまで及ぶ。
船舶の行政目的による区分、船名、所属、航行区域及
び規模等については、表21のとおりである。
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２　業　　務

⑴　漁業取締船
漁業取締船は水産本庁所属の２隻、瀬戸内海漁業調

整事務所所属１隻、九州漁業調整事務所所属２隻、境
港漁業調整事務所１隻の計６隻である。

漁業取締船は漁業秩序維持の指導及び取締り並びに
漁船の保護のため、日本周辺、沖合及び遠洋海域での
監視・取締業務に当たっている。

さらに、我が国排他的経済水域において、近年活動
の増している外国漁船に対し国連海洋法条約に基づく
沿岸国主義の下での取締りを見据え、これら漁船の監
視にも努めている。また、国際条約等による漁業資源
の保存管理のための操業海域の規制等が強まるととも
に、漁業取締船の指導取締対象海域の拡大、規制内容
の複雑化等に伴い、漁業取締船の業務の重要性が一層
増加している。

⑵　漁業調査船
漁業調査船は水産本庁所属の開洋丸及び照洋丸の計

２隻である。これらの調査船は、地域漁業管理機関に
おける資源評価等に必要な調査、漁業協定等に基づい
て行われる国際共同調査、国際的な議論の動向に対し
迅速に対応することが必要な調査等の実施を主な目的
としている。

表21　行政目的別船舶表21 行政目的別船舶

力出機主数ﾝﾄ総船域区行航籍船定的目用使名船

質）港いけ定（員

水産本庁

開洋丸 漁業調査 38 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,630 ディーゼル 2,574kw ×2

電気推進1,100kw
照洋丸 漁業調査 36 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,214 ディーゼル 2,206kw ×2

電気推進 350kw
東光丸 漁業取締 33 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,071 ディーゼル 2,942kw ×2

白竜丸 漁業取締 27 東京（東京） 世界全海域 鋼 1,299 ディーゼル 2,206kw ×2

船舶予備員 12

瀬戸内海漁業調整事務所

白 鷺 漁業取締 14 東京（神戸） 日本沿岸沖合近海 軽合金 149 ディーゼル 1,764kw ×2

九州漁業調整事務所

白萩丸 漁業取締 23 東京（福岡） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 1,471kw ×2

白鷗丸 漁業取締 23 東京（福岡） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 2,942kw ×1

境港漁業調整事務所

白嶺丸 漁業取締 23 東京（境港） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 1,471kw ×2

合 計 8隻 229
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第１節　資源管理の推進

１　我が国周辺漁業資源調査等

我が国周辺水域における水産資源について適切な管
理と持続的利用の科学的基礎となる資源評価を実施
するため、TAC対象魚種や資源回復計画対象魚種等
主要な水産資源52魚種84系群について、独立行政法人
水産総合研究センターを中心に産学官の連携を図りな
がら資源調査を実施するとともに、資源の水準・動向
やTAC設定の基礎となる生物学的許容漁獲量（ABC）
等の資源評価結果について公表を行った。

２　我が国周辺水域の水産資源の管理

⑴　資源回復計画の作成・実施
平成14年度より緊急に資源の回復を図ることが必要

な魚種について、全国又は海域レベルで、休漁等を含
む漁獲努力量の削減や資源の積極的な培養、漁場環境
の保全等の資源回復措置を計画的に講じる資源回復計
画（魚種別計画）を作成し、平成17年度からは、定置
網や底びき網等の漁業種類に着目した多魚種にわたる
包括的資源回復計画の作成に着手した。

水産庁は回復計画の円滑な作成及び進行管理を図る
ため、関係漁業者の意見のとりまとめを行うための漁
業者協議会の開催等への支援を実施している。

平成21年度においては、都道府県の地先資源におけ
る魚種別計画として、長崎県対馬海域アマダイ資源回
復計画が作成された。

また、回復計画に基づき作成される漁獲努力量削減
実施計画により、漁業者が自主的に行う休漁等につい
て、漁業経営への影響に配慮した支援措置を行った。
⑵　漁獲可能量制度及び漁獲努力可能量制度の的確な

推進
我が国は平成8年の「国連海洋法条約」締結に際し

て、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」（平
成８年法律第77号。以下「法律」という。）を制定し、
平成９年から６魚種（さんま、すけとうだら、まあじ、
まいわし、まさば及びごまさば、ずわいがに）を対象

に、法律に基づく漁獲可能量（以下「TAC」という。）
管理を開始した。平成10年からは、するめいかが追加
され、現在７魚種を対象にTAC管理を行っている。

また、平成13年に法律を一部改正し、漁獲努力可能
量（以下「TAE」という。）制度を創設し、対象魚種
として平成14年にあかがれい、さめがれい、さわら、
とらふぐ、やなぎむしがれいの５魚種を指定し、その
後、平成15年度にはまがれい、平成16年にはいかなご、
やりいか、平成17年にはまこがれいが追加され、現在
９魚種を対象にTAE管理を行っている。

TAC及びTAEの管理に当たっては、法律に基づく
「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」を
策定している。この基本計画は、法律に基づく基本方
針、資源ごとの動向、TAC、TAEに関する事項を規
定しており、資源ごとの動向、漁業の経営その他の事
情を勘案して検討を加え、必要に応じた変更を行って
いる。

なお、平成18年度において、基本計画にTAC魚種
毎の中期的管理方針を定め、平成19年から５年間程度、
方針に則った管理を行っている。

また、設定されたTAC及びTAEについては、ネッ
トワークシステム等により、適切な管理を行っている。

３　持続的養殖生産の推進

我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、現在で
は沿岸漁業の重要な位置を占めるようになった。

その一方で、これまでの成長の過程をみると、養殖
業の発展に伴い生産量の増大を目的とした過密養殖や
過剰な餌料投与が各地で見受けられたこともあり、国
内の多くの養殖漁場において環境が悪化する傾向に
あった。このような養殖漁場環境の悪化は、養殖水産
動植物の伝染性疾病の発生及びまん延の原因にもつな
がり、最終的にはその漁場における養殖自体を不可能
にしかねないものであった。

また、生産コスト削減の観点から、養殖用の種苗を
海外に依存する傾向が高まってきており、海外から養
殖水産動植物の伝染性疾病が侵入する危険性も高まっ
ていた。

このような状況に対処するため、平成11年5月、養

第12章　水　産　庁
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殖漁場の改善を促進するとともに、特定の養殖水産動
植物の伝染性疾病のまん延を防止することを定めた

「持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）」を制
定した。

この法律に基づく漁場改善計画については、平成22
年１月末現在で21道県で、356の計画が作成され知事
等の認定を受けており、養殖漁場の環境は改善されつ
つある。なお、全国の養殖生産量のうち、これらの計
画を策定した漁場における生産量は74.5％を占めてい
る。

４　溯河性さけ・ます人工ふ化放流事業

さけ・ます類は、食料の安定供給、北日本における
漁業の振興を図る観点から、その資源の持続的利用の
重要性は高く、水産資源保護法（昭和26年法律第313号）
において、「農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のう
ちさけ及びますの個体群の維持のために独立行政法人
水産総合研究センターが実施すべき人工ふ化放流に関
する計画を定めなければならない。」とされている。

国際的には、「北太平洋における溯河性魚類の系群
の保存のための条約」において母川国が第一義的な利
益と責任を有するとともに、適正な資源管理義務が課
せられている。また、「第三次生物多様性国家戦略」（平
成19年11月27日閣議決定）において、さけ・ます増殖
事業の推進に当たっては、「北太平洋の生態系との調
和を図り、生物として持つ種の特性と多様性を維持す
ることに配慮する。」とされている。

このように、さけ・ます資源の持続的利用を図ると
ともに、その適正な資源管理を推進することが重要と
なっている。

21年度は、「広域連携さけ・ます資源造成推進事業」
として、民間団体が全国的に連携し、大型種苗の適期
放流等による回帰率の向上を通じた、効率的なさけ・
ます資源の造成を促進する取組に対する支援を行っ
た。

また、さけ・ます資源の効率的な造成を図るため、
さけ・ます増殖施設の整備に対しても継続して支援を
行なった。

表１　�21年度センターが実施すべき人工ふ化放流計画（農
林水産大臣が水産政策審議会の答申を受けて定めた
計画）

� 魚種� 放流数（千尾）
� さけ� 129,000
� からふとます� 7,200

� さくらます� 2,700
� べにざけ� 150

表２　21年度北海道、本州における人工ふ化放流計画

� 魚種� 地　域� 放流数（千尾）
� さけ� 北海道� 876,400
� � 本　州� 798,199
� からふとます� 北海道� 127,000
� さくらます� 北海道� 4,523
� � 本　州� 6,529

表３　21年度さけ・ます人工ふ化放流関連予算
（千円）

広域連携さけ・ます資源造成推進事業費� 619,100
強い水産業づくり交付金� 7,674,167の内数
　（うち、さけ・ます増殖施設の整備）

５　内水面漁業振興対策事業

内水面漁業・養殖業は、淡水性魚介類の供給、種苗
放流等を通じた水産資源の維持増大、釣り等レクリ
エーションの場の提供、中山間地域等における就業機
会の創出、漁業活動を通じた内水面の環境保全等に寄
与しており、近年、国民の自然環境の保全等に対する
意識が高まるとともに余暇時間が増大していく中、健
全な親水性レクリエーション等を通じたゆとりや潤い
のある国民生活と余暇活動の提供などその役割は一層
重要なものとなっている。

他方、内水面漁業・養殖業を取り巻く環境は、流域
の改変、河川流量の減少などによる水生生物の生息環
境の悪化に加え、ブラックバス等外来魚の生息域の拡
大やカワウの急激な増加による食害問題などの生態系
の変化、アユ冷水病やコイヘルペスウィルス病の蔓延
などますます厳しい状況にある。

このような状況を踏まえ、内水面における生物生息
環境の保全、水産動植物の増養殖の推進、地域の活性
化等を図るため、各種の対策を講じているところであ
る。

21年度は、生態系との調和、地域特性の活用、他産
業との連携等を念頭におき、内水面資源の増養殖等基
盤施設や内水面漁業近代化等施設の整備に対する支援
を行った。

また、広域的に連携して行われるカワウの生息状況
調査や追い払い・捕獲、外来魚駆除に対する支援、漁
業者が取り組む生育環境改善の活動や内水面生態系の
復元・保全に関する幅広い理解と協力を促進するため
の実践的な取組に対する支援を行った。

さらに、漁場環境の改善を促進するための漁場環境
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調査指針の作成、水系ごとに異なる渓流魚の遺伝的多
様性を維持した移植方法や生息場所の復元技術の開
発、効率的・効果的な駆除を推進するための外来魚抑
制管理手法の開発、生態系等に配慮した増殖指針の作
成を行った。養鰻業については、我が国と台湾、韓国
の生産者間での民間協議や親鰻放流、適正養殖規範の
普及に対する支援を行った。

平成16年に発生した新潟中越地震及び平成19年に発
生した新潟中越沖地震で大きな影響を受けているコイ
養殖業の振興を図るため、魚病の検査等に対する支援
を行った。

表４　21年度内水面関連予算
（単位：千円）

健全な内水面生態系復元等推進事業費� 336,679
鰻供給安定化事業費� 29,990
強い水産業づくり交付金� 7,674,167の内数
　うち、

内水面資源増殖等基盤施設の整備
内水面漁業近代化等施設の整備
錦鯉生産地の震災復旧支援

６　漁場環境及び生態系の保全

⑴　赤潮及び貧酸素水塊による漁業被害防止のため、
有害赤潮プランクトンの生理・生態の解明、赤潮及
び貧酸素水塊の発生予察技術や防御技術の開発、養
殖ノリの色落ち被害の原因となるケイ藻赤潮の被害
対策を実施するとともに、プランクトン同定研修会
を開催した。また、赤潮情報ネットワークシステム
の高度化を図った。

⑵　原因者不明の油濁事故による漁業被害の救済と漁
場の保全を図るため（財）漁場油濁被害救済基金が
実施する救済事業等（防除清掃費の支弁、審査認定
事業、油濁被害防止対策事業等）に対し助成した。

⑶　希少水生生物の保全を図るため、現状把握や調
査研究内容の検討等を行うとともに、資源状況調査
データの総合的分析及び保全手法の開発等を実施し
た。

⑷　大型クラゲ等の有害生物による漁業被害防止対策
として、大型クラゲ発生源水域での日中韓による国
際共同調査、日本近海の出現状況調査、出現情報提
供、大型クラゲの混獲回避漁具の導入促進、有害生
物の駆除、陸上処理、トドの効果的な追い払い方法
の実証試験、出現実態や生態の把握調査等を実施し
た。

⑸　有明海における海域環境の改善と漁業の振興を図
るため、漁業者等からの意見を聞いた上で、二枚貝

資源の生産回復に資する海域環境改善技術の現地実
証として、底質等改善技術の開発及び微細気泡装置
による耕耘効果技術の開発を行った。

⑹　資源回復及び漁場生産力の向上を図るため、輪番
休漁の活用等により漁業者グループが行う資源回復
に寄与する藻場・干潟の整備や海岸清掃等の取組に
対し助成を行った。

（7）漂流・漂着ゴミ対策のため、漁業系資材の処理費
用の軽減方策やリサイクル技術の開発を行うととも
に、漁業活動中に回収した漂流物の処理を行う民間
団体に対し助成を行った。

（8）平成19年に策定された「農林水産省生物多様性戦
略」及び「第三次生物多様性国家戦略」を踏まえ、
漁業生産の基盤である漁場環境の保全など生物多様
性の保全と両立した持続的漁業生産の確立に資する
ため、漁場環境における生物多様性を評価するため
の指標の開発と定量化を行うとともに、化学物質の
有害性、蓄積実態、生物多様性や生態系への影響を
調査した。

（9）湖沼の漁場改善技術ガイドラインに即し、湖底耕
うん等の漁場改善活動に取組む民間団体に対し助成
を行った。

第２節　つくり育てる漁業の推進

１　栽培漁業振興対策

栽培漁業は、沿岸水産資源の維持増大施策の重要な
柱として、昭和38年度以降瀬戸内海に国の栽培漁業セ
ンターを設置し、主に種苗生産，放流等の栽培漁業の
技術開発を実施してきた。昭和52年度からは栽培漁業
の全国発展を図るため海区毎に整備することとし、平
成7年度までに16か所の栽培漁業センターを整備した。

さらに国の技術開発の成果をもとに種苗生産を行う
県営栽培漁業センターの基本施設の整備（昭和48 〜
58年度、全国37か所）に引き続き、増強施設の整備

（昭和55 〜 63年度、全国32か所）、拠点施設の整備（昭
和60 〜平成15年度）、新技術導入施設の整備（平成元
〜 15年度）、海区拠点施設の整備（平成６〜 15年度）、
種苗生産環境改良施設の整備（平成９〜 15年度）及
び資源回復支援施設の整備（平成16年度から）を進め
ている。

平成14年に成立した「独立行政法人水産総合研究セ
ンター法の一部を改正する法律」により、社団法人日
本栽培漁業協会は、平成15年10月１日に独立行政法人
水産総合研究センターと統合した。これにより、社団
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法人日本栽培漁業協会が委託事業として行っていた栽
培漁業に関する技術開発の業務については、独立行政
法人水産総合研究センターが実施することとなった。

また、都道府県には、資源回復計画の対象種等の種
苗生産に必要な施設整備について強い水産業づくり交
付金による支援を行った。

さらに、我が国周辺の水産資源が悪化している中、
資源回復計画、国際的な課題や海域環境悪化に対応し
た効率的・効果的な資源造成を図るため、各都道府県
における取組に加えて、関係都道府県との広域的に連
携した取組を通じて海域レベルでの適地放流を推進す
るための「栽培漁業資源回復等対策事業」に対して助
成した。

表５　平成21年度栽培漁業関連予算
（百万円）

独立行政法人水産総合研究センター
　試験研究・技術開発勘定運営費交付金　　13,930の内数
　施設整備費補助金　　2,832の内数

都道府県
　強い水産業づくり交付金　　7,674の内数
　　　うち、資源回復支援施設の整備

民間団体等
　栽培漁業資源回復等対策事業費　　129

２　海面養殖業の振興対策

我が国の海面養殖業は、水産物に対する国民のニー
ズの高度化・多様化に対応して発展を続け、海面漁業
全体の生産額の３割近くを占めるまでに成長してお
り、地域によっては中心的な産業になっている。

しかしながら、近年は供給過剰等により多くの養殖
水産物で価格の低迷が見られ、また、世界的な魚粉需
要の増加等により餌飼料の価格が高騰する等、海面養
殖業は厳しい情勢に直面している。このような情勢を
克服し、海面養殖業が水産物の安定供給と漁村地域の
振興に貢献し続けるために、国民の信頼を受けつつ海
面養殖業を持続的に推進できる体制づくりが必要であ
る。

こうした状況を踏まえ、水産行政としては各種の対
策を講じているところである。

21年度は、養殖水産物の安定供給に資するため、魚
粉の割合を減らした低コスト飼料の開発や効率的な給
餌方法の開発を推進するとともに、窒素やリン等の物
質循環を可能とする魚介類と藻類など複数の種類を組

み合わせた複合養殖技術を開発する取組み、養殖漁場
の利用に関するデータベースを構築し養殖業への新規
参入等を促す取組み、養殖用餌飼料として利用が促進
されていない未利用資源を活用する取組み等に対し、
支援を行った。また、国民の豊かな食生活の実現を図
るため、天然資源が低迷し供給量減少が懸念されてい
るクロマグロについて、その養殖の発展に必要となる
生け簀技術の開発や小型クロマグロの有効利用を実証
する取組みに対し、支援を行った。

このほか、消費者の関心の高い、安全・安心な養殖
生産の実現を図るため、養殖生産に関する情報を適切
に発信する取組み、漁場環境の変化やノロウイルス等
のリスクに応じた生産管理手法の見直しのための対応
策の検討・実践等に対し、支援を行った。また、養殖
業の発展により漁村地域の活性化を図るため、市町村
等が取り組む養殖再生プランの策定等に対して支援を
行った。

ノリ養殖業については、ノリ輸入枠の拡大等、ノリ
養殖業を巡る情勢変化に対応するため、コストの削減
や付加価値の向上を推進し、国際競争力の強化を図っ
た。具体的には、生産工程の高度化に資すると考えら
れるモデル事業、優良な特性を有するノリ株の選定・
利用・品種登録の促進、構造改革計画に基づき生産性
の低い自動乾燥機等を廃棄する取組み等に対し、支援
を行った。

第３節　�漁業の担い手確保･育成対
策
１　漁業労働力の確保等

平成20年現在の我が国の漁業就業者は、22万2千人
となっており、この10年間で20％減少した。また、年
齢階層別にみると65歳以上の高齢者の割合は全体の
34％、60歳以上にあっては47％と高齢化が進行してお
り、このような現状に対応するため、水産基本法に基
づき定めた水産基本計画において、都道府県及び民間
団体が有機的な連携を図りつつ将来の漁業生産を担う
若い意欲的な人材の確保・育成を推進し、効率的かつ
安定的な漁業経営を育成するため、次の事業について
助成した。

⑴　漁業担い手確保・育成対策事業
漁業への新規就業・新規参入を促進するため、経験

ゼロからでも漁業に就業できるよう、社団法人大日本
水産会に設置された全国漁業就業者確保育成センター
による就業情報の提供、就業準備講習会や就業相談会



第12章　水　産　庁 −311−

水　

産　

庁

の開催、漁業現場での長期研修（原則最長１年間）等、
漁業就業希望者の各段階に応じたきめ細かな支援措置
を講ずるとともに、異業種のノウハウや技術を活用し
て生産から加工・流通・販売までの分野にわたる新た
なビジネスの事業化を支援。

⑵　福祉対策事業
漁村地域の福祉向上のため全国共済水産業協同組合

連合会が昭和56年度から発足させた漁業者老齢福祉共
済事業の推進等。

⑶　漁船安全総合対策事業
漁船の海難等の減少を図るため、社団法人大日本水

産会に設置された全国漁業就業者確保育成センターに
よる海難防止知識の普及やライフジャケットの着用に
関する講習会の開催等の取組を支援。

⑷　効率的・安定的沿岸漁業促進事業
全国漁業協同組合連合会が行う青年・女性漁業者グ

ループのリーダー資質向上対策、漁業経営や地域活動
等に関する取組の全国交流、青年漁業者グループの経
営改善の取組や漁村女性等による起業的活動の取組等
を支援した。

⑸　漁業経営安定対策（積立ぷらす）
漁業生産構造の急速な脆弱化に対し、水産物の安定

供給を図っていくためには、「効率的かつ安定的な漁
業経営」が大宗を担う漁業生産構造を実現する必要が
ある。このため、積極的かつ計画的に経営改善に取り
組む経営体を対象に、現行の漁業共済制度の経営安定
機能に上乗せした形で収入の変動による漁業経営への
影響を緩和し、その経営改善を支える「漁業経営安定
対策」を実施。

２　水産業改良普及事業

最近の沿岸漁業等をめぐる厳しい情勢を踏まえ、沿
岸漁業の生産性の向上、漁家経営の改善等の課題を地
域の特性に応じて解決することが重要となっており、
水産業改良普及事業の推進に当たっては、組織体制の
整備強化及び普及職員の資質の向上を図り、水産行政
に即応した全国的に統一ある普及活動を展開すること
が緊要となっている。

このため、国は道府県に対して、水産業普及指導員
の配置、水産業普及指導員室の運営等普及事業の実施
に要する経費について水産業改良普及事業交付金を交
付した。

３　独立行政法人水産大学校

独立行政法人水産大学校は、中央省庁等改革により、
水産に関する教育・研究を実施する機関として、平成

13年４月１日に独立行政法人として設立された。
また、第一期中期計画における評価等を踏まえ、第

二期中期計画が平成18年４月１日より開始され、設立
目的である水産に関する学理及び技術の教授及び研究
を行うことにより、水産業を担う人材の育成に努めた
と

ともに、業務実施に要する経費について21年度は運
営費交付金20億4,213万8千円を交付した。

第４節　水産制度金融

１　概　　　況

21年度の漁業金融の状況をみると、22年3月末現在
の全金融機関の総貸出残高は11,550億円となり、前年
同期に比べ312億円（2.6％）の減少となった。

これを漁業規模別にみると、中小沿岸漁業向けが
11,138億円、大規模漁業向けが411億円で、中小沿岸
漁業向けが大宗を占めている。

次に金融機関別にみると、系統金融機関が7,840億
円で最も大きく、一般金融機関が2,703億円、政府系
金融機関が1,007億円となっている。これを前年と比
べると、系統金融機関が1.2％、一般金融機関が2.8％、
政府系金融機関が1.1％の減少となった。構成比をみ
ると、系統金融機関が67.9％、一般金融機関が23.4％、
政府系金融機関が8.7％となっている。

２　系統金融

⑴　貯金
21年度における漁協貯金は、表６のとおり、22年３

月末で8,937億円となり、前年同期に比べ57億円（0.6％）
の減少となった。

これは、漁協信用事業の信漁連への譲渡が進んだこ
とが主な要因である。

⑵　貸出金
21年度における漁協貸出金は、表６のとおり、22

年３月末で2,118億円となり、前年同期に比べ35億円
（1.6％）の減少となった。漁協の貯貸率については、
前年同期に比べ0.2％減少し、23.7％となった。なお、
漁協・信漁連・農林中金で構成される系統金融機関の
22年３月末の貸出金残高を、上部機関からの借入金を
差し引いた純残高ベースでみると、合計7,840億円と
なり、前年同期に比べ245億円（3.0％）の減少となった。
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表６　漁協貯金・漁協貯貸率の推移
（単位：億円、％）

� 20/3月末� 21/3月末� 22/3月末
漁協貯金（Ａ）� 9,088� 8,994� 8,937
漁協貸出金（Ｂ）� 2,278� 2,153� 2,118
漁協の貯貸率（B/A）� 25.1� 23.9� 23.7

３　一般金融機関

銀行、信用金庫等一般金融機関の貸出状況は、表７
のとおり、22年３月末で2,703億円であり、前年同期
に比べ56億円（2.0％）の減少となった。

表７　一般金融機関の漁業に対する貸付残高
　　　　（単位：億円，％）

� 21/3月末� 22/3月末� 増加率
国内銀行銀行勘定� 2,139� 2,075� △3.0
信託勘定� 0� 0� 0
信用金庫� 620� 628� 1.3
　　　計� 2,759� 2,703� △2.0

４　株式会社日本政策金融公庫資金
（旧：農林漁業金融公庫資金）

株式会社日本政策金融公庫は、平成20年10月１日に、
農林漁業金融公庫、国民生活金融公庫、中小企業金融
公庫、国際協力銀行が解体・統合して設立された政策
金融機関で、旧農林漁業金融公庫の業務を引き継ぎ、
農林漁業者に対し農林漁業の生産力の維持増進に必要
な長期かつ低利の資金の融通を行っている。

水産関係資金としては、漁業経営改善支援資金、漁
船資金、水産加工資金等９資金（農林漁業共通の資金
を含む。）がある。

21年度の貸付決定額は表８のとおりで、22年３月末
で193億円、前年同期に比べ38億円（24.6％）の増加
となった。

表８　日本政策金融公庫資金貸付決定状況
（単位：百万円，％）

� 資　金　名� 20年度� 21年度� 21 ／ 20
漁業経営改善支援� 7,746� 7,554� 97.5
中山間地域活性化� 203� 447� 220.2
振興山村・過疎� 263� 371� 14.1
漁 業 基 盤 整 備� 1,381� 1,436� 104.0
漁　　　　　　船� 739� 194� 26.3
農 林 漁 業 施 設� 288� 1,660� 576.4
水 産 加 工� 2,080� 3,333� 160.2
沿岸漁業経営安定� 0� 0� -
農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ� 2,768� 4,281� 154.7
　　　計� 15,468� 19,276� 124.6

注：単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

５　漁業近代化資金等の制度資金

⑴　漁業近代化資金
漁業近代化資金制度は、漁業者等の資本装備の高度

化を図り、その経営の近代化に資することを目的とし
て44年に創設され、漁業者等に対し、漁船資金を中心
に長期かつ低利の施設資金等の融通を行ってきてい
る。

同資金については、国から農林中央金庫への利子補
給契約分を除き、平成17年度より都道府県へ税源移譲
されている。

21年度の融資実績は、平成22年3月末で243.5億円と
なっており、前年同期に比べ7.7億円（3.3％）減少し
た。用途別にみると、前年度に比べ漁船が1.0億円減少、
養殖用施設が3.2億円の増加、加工用施設が0.5億円減
少、漁具等施設が3.3億円の増加、水産動植物の種苗
購入・育成が9.2億円増加、共同利用施設が0.1億円の
増加となった。

表９　漁業近代化資金の用途別融資額
（単位：百万円，％）

� 金　額� 構成比
� 20年度� 21年度� 20年度� 21年度
都道府県承認分
漁船（20トン以上）� 703� 961� 3.0� 3.9
漁船（20トン未満）� 8,977� 8,619� 38.1� 35.4
養殖用施設� 949� 1,270� 4.0� 5.2
加工用施設� 2,714� 2,663� 11.5� 10.9
漁具等施設� 1,694� 1.365� 7.2� 5.6
水産動植物の種苗� 8,448� 9,369� 35.8� 38.5
購入・育成
共同利用施設� 93� 100� 0.4� 0.4
　　　計� 23,579� 24,347� 100.0� 100.0
国の直接利子補給
　　　分
共同利用施設� 0� 0� 0.0� 0.0
　合　　　計� 23,579� 24,347� 100.0� 100.0
注：単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

⑵　その他の制度資金
その他制度資金融資・貸付状況については表10の

とおりとなっており、主なものとして、漁業経営が困
難となっている中小漁業者であって、漁業経営の改善
及び再建整備に関する特別措置法に基づく漁業経営再
建計画の認定を受けた漁業者の固定化債務の整理を行
い漁業経営の再建を図ることを目的として51年度に創
設した漁業経営維持安定資金がある。

なお、同資金については平成17年度より、国際規制
関連経営安定資金については平成18年度よりそれぞれ
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都道府県へ税源移譲されている。（ただし、漁業者団
体への直接助成分は除く。）

また、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措
置法に基づく漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者
に対し、低利の短期運転資金を融通し経営の改善の円
滑な推進を図るため7年度に創設した漁業経営改善促
進資金については、21年度に37億円の貸付極度額が設
定されており、平成22年３月末で前年同期に比べ3億
円（8.0％）減少した。

表10　その他制度資金融資・貸付状況
� （単位：百万円、）
� 資金名� 20年度� 21年度
漁業経営維持安定資金� （1,874）� （6.369）

（国の利子補給助成に係る貸付額）� −� 640
国際規制関連経営安定資金� −� −
漁業経営再建資金� −� −
漁業経営改善促進資金（極度額）� 4,020� 3,700
漁業経営高度化促進支援資金� （100）� （−）

注：（　）は都道府県の利子補給助成に係る貸付額である。

６　沿岸漁業改善資金

沿岸漁業改善資金制度は、沿岸漁業従事者等が経営、
操業状態の改善を図るため自主的に近代的な漁業技術
や合理的な漁業生産方式又は漁ろうの安全の確保等の
ための施設を導入し、又は生活の改善を図るため合理
的な生活方式を導入することを促進するとともに、青
年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法又は技
術の実地の習得や経営の基礎の形成を助長するため、
沿岸漁業従事者等に対する中・短期の無利子資金の貸
付を行う都道府県に対し国が必要な資金を助成する制
度として昭和54年に創設された。

表11　沿岸漁業改善資金貸付状況
（単位：百万円）

� 19年度� 20年度� 21年度
経営等改善資金� 2,163� 1,705� 1,920
生活改善資金� 25� 14� 2
青年漁業者等養成� 567� 493� 322
確保資金
　合　　計� 2,755� 2,211� 2,245
補助金交付額� 10� 102� −
対象都道府県� 40県� 40県� 40県

７　中小漁業融資保証保険制度

中小漁業融資保証保険制度は、「中小漁業融資保証
法」に基づき中小漁業者等に対する金融機関の貸付に

ついて漁業信用基金協会がその債務を保証し、その保
証につき独立行政法人農林漁業信用基金が保険を行う
ものである。

21年度の保証状況をみると、年度中の保証額は1,548
億円で前年比61.1％の増加となり、年度末保証残高は
2,191億円で28.1％の増加となった。保証残高を金融機
関別にみると、農中は対前年度比12.8％減、信漁連は
30.2％増、漁協は16.7％増、銀行等は297.5％の増加と
なった。次に資金種類別にみると、漁業近代化資金は、
前年比8.0％減、一般資金63.6％の増加となった。

なお、21年度中の代位弁済額は42億円で前年比19億
円の減少となり、この結果単年度事故率は3.9％、累
計事故率は3.4％となった。

第５節　水産業協同組合

⑴　水産業協同組合の現況
22年３月末現在における水産業協同組合は、単位組

合が2,585（沿海地区漁協1,028、内水面漁協847、業種
別漁協120、漁業生産組合472、水産加工協118）、連合
会が157（漁連117、信漁連30、水産加工連９、共水連
１）、うち全国段階連合会が10となっている。

⑵　漁協系統をめぐる状況
我が国周辺水域の資源水準の低下による漁獲量の減

少、魚価の低迷等による我が国漁業の不振を背景に、
漁協系統をめぐる情勢も厳しさを増している。

このような状況の中で、漁協系統が漁業者の事業や
生活を支えるという本来的役割を的確に果たしていく
ために、更には水産基本法の基本理念である「水産業
の健全な発展」の実現に向けて、より積極的な役割を
果たしていくために、漁協系統の組織・事業基盤の強
化が必要となっている。

特に漁協全体で約450億円（平成18年度決算）にま
で累積している繰越欠損金の解消が急務であり、これ
に対応するため、平成20年度に欠損金見合いの借換資
金（漁協経営改革支援資金）を創設し、当該資金を借
り入れる際の利子助成等を実施している。

第６節　�水産物の流通加工･需給･
消費対策

１　水産物の需給・価格動向

21年（１月〜 12月）における我が国の漁業・養殖
業の総生産量は542万9千t（概数）で、前年に比べ2.9％
減少した。

魚種別には、さけ類、まいわし、びんなが、すけと
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うだら等が増加し、ほっけ、さんま、さば類、かつお
等が減少した。

21年の産地価格は、前年に比べ、かつお（生鮮）は
17％、むろあじは８％上昇した。

また、まぐろ（冷凍）は40％、かたくちいわしは
39％、まあじは30％下降した。

21年の消費地価格（東京都中央卸売市場における主
要魚種（生鮮））は、前年に比べ、かつおは12％上昇した。

また、さんまは前年同で、まいわしは24％、さばは
17％、まだい（養殖）は９％下降した。

２　水産物の流通対策

⑴　水産物産地販売力強化事業
漁業者団体が行う、水産物の流通・販売に知見を有

する外部の専門家（スーパー、商社のOB等の販売の
プロ）のノウハウ・アイディアを活用した販売戦略の
策定・実行、新規販路の開拓や市場の統廃合、買受人
の新規参入の推進など産地市場改革の取組等に必要な
経費について補助を行った。

３　水産加工業対策

⑴　概　　況
水産加工品の生産量（以下使用する数値は、陸上加

工のみ）は、原料魚の供給や需要の推移によって左右
されるところが大きい。平成21年の水産加工品生産量

（生鮮冷凍水産物を除く。）は183万4,501tで前年に比
べ５％減少し、生鮮冷凍水産物の生産量は161万9,691t
で、前年に比べ２％減少した。
ア　ねり製品

ねり製品の生産量は50万6,700tで、前年に比べ
10％（5万6,795t）減少した。このうち、かまぼこ
類は43万9,827t、魚肉ハム・ソーセージ類は6万6,873t
で、前年に比べそれぞれ、10％（5万1,501t）、７％

（5,294t）減少した。
イ　冷凍食品

冷凍食品の生産量は30万6,591tで、前年に比べ
８％（2万6,594t）減少した。このうち、魚介類（切
り身、むきえび等の加工品）は15万8,733t、水産
物調理食品は14万7,858tで、前年に比べそれぞれ、
11％（1万8,951t）、５％（7万643t）減少した。

ウ　乾製品
乾製品の生産量は30万9,864ｔで、前年に比べ２％

（5,131t）増加した。このうち、素干し品は1万7,003t
で前年に比べ23％（5,029t）減少したが、煮干し品
は6万5,706tで前年に比べ８％（5,534t）増加し、塩
干品は22万7,155tで、前年に比べ７％（5,534t）増

加した。
エ　塩蔵品

塩蔵品の生産量は、20万6,211tで、前年に比べ6％
（1万2,467t）増加した。このうち、さばは、4万8,986t
で、前年と比べ35％（1万2,467t）増加したが、さけ・
ますは9万5,673tで、前年に比べ2％（2,373t）減少
した。

オ　くん製品
くん製品の生産量は1万1,165tで、前年と比べ5％

（641t）減少した。
カ　節製品

節製品の生産量は10万1,666tで、前年に比べ2％
（2,123t）減少した。このうち、節類は6万7,282tで
前年に比べ1％（436ｔ）減少し、けずり節は3万4,384t
で前年に比べ5％（1,687t）減少した。

キ　その他の食品加工品
その他の食品加工品の生産量は39万2,294tで、前

年に比べ８％（3万5,756t）減少した。このうち、塩
辛類は2万6,704tで前年に比べ２％減少し、調味加
工品は25万5,682tで前年に比べ11％（3万2,348t）減
少した。

ク　生鮮冷凍水産物
生鮮冷凍水産物の生産量は161万9,691tで前年に

比べ2％（4万30t）減少した。このうち、さけ・ま
す類は13万9,577t、いわし類は22万6,423t、さんま
は28万6,162tで、前年に比べそれぞれ４％、３％、
46％増加したが、まあじ・むろあじ類は7万7,349ｔ、
さば類は32万7,920tで前年に比べそれぞれ3％、19％
減少した。

⑵　主な水産加工業対策
ア　現在、国内において食用として十分に利用されて

いなかった国産の魚介類又は海草類等を水産加工品
の原材料として有効活用する「水産物加工原料確保
緊急対策事業」を行った。

イ　水産物流通の全ての段階を通じた品質・衛生管理
体制の構築を推進するため、品質・衛生管理ガイド
ラインの策定、地域ぐるみの品質・衛生管理体制の
構築、HACCP手法導入のための講習会の開催や技
術指導等に対する支援を行う「水産物フードシステ
ム品質管理体制構築推進事業」を行った。

４　水産物の需給安定対策

⑴　魚価安定基金造成事業（国産水産物安定供給推進
事業）

漁業者団体が水揚げ集中時の魚価低落時に水産物を
買い取り、一定期間保管した後、価格上昇時に流通業
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者へ販売する調整保管や、漁業者団体が最終実需者と
の間で直接取引契約を締結し、最終実需者が求める種
類、規格の水産物を買い取り、一定価格で安定的に販
売する事業を実施した際の買取代金金利、保管料等を
助成するために必要な資金を造成した。

⑵　水産物流通情報リアルタイム提供事業
漁業経営の安定と水産物の安定供給を図るため、水

産物の需給･価格の動向に関する情報を的確に収集･分
析し、漁業者をはじめとして広く国民へリアルタイム
に提供するとともに、水産物貿易統計の作成を実施し
た。さらに、これらの情報集計・公表のための電子情
報ネットワークを構築した。

５　水産物の輸出入

⑴　輸出入の概況
ア　輸　出

21年の水産物総輸出額は、1,728億2,812万円であり、
前年に比べ、17.2%減少となった。

輸出額が増加した主な品目は、さけ・ます類等であ
り、逆に減少した品目は、真珠等である（表12）。

また、輸出先別にみると、香港（29%）が最も大きく、
次いで米国（16%）、中国（13%）、韓国（11%）、タイ

（６%）と続いている｡

表12　21年水産物輸出実績

単位:数量はトン、［　］は食用海草等の枚数単位の実績が
あるものについて、千枚単位で記載
　金額は百万円、（　）は千ドル

� 品　目� 数　量� 金　額
総　　　　計� [36,609]� 172,828
� 497,549� （1,854,416）

⑴　真　珠� 43� 19,096
　　（真珠及び真珠製品）� � （204,497）
⑵　ほたてがい� 12,452� 14,276
　　（活生冷凍塩乾）� � （153,698）
⑶　さけ・ます類� 55,587� 13,103
　　（生・冷・凍）� � （143,322）
⑷　貝類調整品� 2,353� 10,335
� � （111,481）
⑸　まぐろ・かじき類� 32,191� 10,140
　　（生・冷・凍）� � （107,563）

イ　輸　入
21年の水産物の総輸入額は、1兆2,966億7,025万円

で、前年より17.4%減少した。
なお、主要な輸入水産物の多くは前年と比較し輸

入額が同程度もしくは減少している。（表13）｡

表13　21年水産物輸入実績

単位:数量はトン
金額は百万円、（）は千ドル

� 品　目� 数　　量� 金　　額
総　　　　計� 2,596,283� 1,296,670
� � （13,874,670）
⑴　まぐろ・かじき類� 222,595� 186,758
　　（生･冷･凍）� � （1,990,162）
⑵　えび� 202,646� 172,007
　　（活･生･冷･凍）� � （1,844,158）
⑶　　さけ･ます類� 240,264� 133,928
　　（生･冷･凍）� � （1,432,309）
⑷　えび調整品� 64,699� 51,701
� � （554,378）
⑸　かに� 63,948� 46,519
　　（活・生・冷・凍）� � （501,815）

⑵　水産物の非自由化品目
我が国では、沿岸・沖合漁業の主要対象種等につい

て、無秩序な輸入により国内の漁業生産及び需給に悪
影響が生じないように、また、我が国周辺水域の資源
管理措置を補完するため輸入割当制度を実施してい
る。輸入割当品目は次のとおりである。
○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのさば、

あじ、いわし、たら、すけとうだら、にしん、さん
ま及びぶり、並びにそれらの魚類のフィレ及びその
他の魚肉、フィッシュミール。

○煮干し。
○冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのたらの卵。
○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのほ

たて貝、貝柱及びいか（もんごういかを除く）。
○食用ののり及びこんぶ、並びにそれらの調製食料品。

表14　21年度補助金等
（単位：千円）

水産物流通情報リアルタイム提供事業� 119,202
未利用資源活用型加工プロジェクト事業� 23,226
水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業
� 92,870
国産水産物安定供給推進事業� 1,200,000
水産物産地販売力強化事業� 935,846

第７節　漁業保険制度

１　漁船損害等補償制度

⑴　概況
漁船損害等補償制度は、漁船及び漁船積荷につき不
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慮の事故による損害をてん補するとともに、漁船の運
航に伴う損害賠償、費用負担による損害をてん補する
こと等を目的とした制度であり、「漁船損害等補償法」

（昭和27年法律第28号）に基づく漁船保険（普通保険、
特殊保険）、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、
漁船積荷保険及び任意保険並びに「漁船乗組員給与保
険法」（昭和27年法律第212号）に基づく漁船乗組員給
与保険から構成される。

これらの保険の元受は漁船保険組合が行っている。
そのうち特殊保険及び漁船乗組員給与保険については
国が再保険を行い、普通保険、漁船船主責任保険、漁
船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険について
は漁船保険中央会が再保険を行い、さらにその一部に
つき国が再々保険を行っている。

⑵　漁船保険等事業
ア　漁船保険

この保険は、漁船につき、滅失、沈没、損傷その
他の事故により生じた損害をてん補するものであ
り、戦乱等によらない事故により生じた損害をてん
補する普通保険と、戦乱等による事故により生じた
損害をてん補する特殊保険がある。普通保険には、
これらの損害のみをてん補する普通損害保険と、こ
れらの損害をてん補するとともに、保険期間が満了
した場合に保険金額相当の保険金を支払う満期保険
がある。
鉉　普通保険

ａ　普通保険の加入状況
21年度において普通保険に加入した漁船は、

19万1,580隻、90万1,518tである。このうち普通
損害保険の加入隻数は18万8,796隻で、満期保
険の加入は（継続分を含む）2,784隻である。

加入隻数を前年度に比べると総隻数では
3,621隻減となっており、20t未満階層では3,516
隻（1.8％）減少し、20t以上階層では105隻（6.6％）
減少している。トン数階層別に普通保険の構成
比を見ると動力漁船では、５t未満が86.6％を
占めており以下５〜 19t12.4％、20 〜 49t0.1％、
50 〜 99t0.2％、100 〜 999t0.5％となっており、
無動力漁船は0.2％である。

次に20年12月31日現在の在籍漁船数と加入隻
数を対比した隻数加入率をみると、加入総隻
数では、62.8％の加入率となっており、このう
ち動力漁船では、５t未満は62.0％、5 〜 19tは
86.3％、20 〜 49tは90.1％、50 〜 99tは88.4％、
100 〜 999tは79.0％となっており、無動力漁船
は3.7％であった。

また、保険価額に対する保険金額の割合すな
わち付保率は、動力漁船では５t未満95.5％、５
〜 19t94.6％、20 〜 49t97.4％、50 〜 99t96.7％、
100 〜 999tは88.4％で動力漁船総数では93.6％、
無動力漁船では98.7％を示しており、これらの
引受保険金総額は１兆298億円であって、前年
度に比べて292億円の減を示している。

ｂ　保険事故
21年度において保険金を支払った普通保険事

故は45,388件、支払保険金額は159億6,161万円
であり、前年比15.2％の増となった。

ｃ　漁具特約の引受及び事故
漁船に属する漁具については、特約がある場

合のみ、その属する漁船とともに保険の目的と
し得ることとなっており、普通保険においては、
漁船とともに全損した場合に限りてん補するこ
ととなっている。

21年度において、漁具特約の引受件数は（特
殊保険を含む）は628件で、保険金額は47億6,002
万円であった。

なお、保険金を支払ったものは１件500万円
であった。

鉤　特殊保険
21年度の保険契約件数は291件で、保険金額は

338億4,504万円であり、その内訳は北部漁場283
件319億6,204万円、西部漁場3件5億4,100万円、南
部漁場５件13億4,200万円であった。

なお、保険金を支払ったものはなかった。
イ　漁船船主責任保険

この保険は、漁船の所有者又は使用者が、その所
有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する
当該漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担し
なければならないものを負担し、又は当該漁船の運
航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づ
き賠償することによる損害をてん補するものであ
る。

21年度の保険契約隻数は、基本損害189,225隻、
乗客損害16,334隻、人命損害12,313隻で、保険金額
はそれぞれ46兆7,914億8,000万円、5兆7,738億9,500
万円、378億5,950万円であり、純保険料額はそれぞ
れ27億6,357万円、4億477万円、4306万円であった。

なお、保険金を支払ったものは、基本損害1,685
件23億4,748万円、乗客損害52件8,861万円、人命損
害6件1,243万円であった。

ウ　漁船乗組船主保険
この保険は、漁船の所有者又は使用者であって、
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その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用す
る当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運
航に伴って死亡及び障害の事故が生じた場合に一定
の金額を支払うものである。

21年度の保険契約隻数は30,510隻で、保険金額は
501億3,300万円であり、純保険料額は4,687万円で
あった。

なお、保険金を支払ったものは、35件4,860万円
であった。

エ　漁船積荷保険
この保険は、漁船の所有者又は使用者がその所有

し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁
船に積載した漁獲物等に生じた損害をてん補するも
のである。

21年度の保険契約隻数は622隻で、保険金額は548
億8,127万円であり、純保険料額は1億1,529万円で
あった。

なお、保険金を支払ったものは、11件１億5,371
万円であった。

オ　任意保険
この保険は、①漁船により漁獲され漁船以外の船

舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、
滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を
てん補する転載積荷保険と、②スポーツ又はレクリ
エーションの用に供する小型の船舶（プレジャー
ボート）の運航に伴いプレジャーボートの所有者等
が負担する賠償責任に基づく賠償等による損害をて
ん補するプレジャーボート責任保険の２種類があ
る。

21年度の保険契約隻数は、転載積荷保険31隻、プ
レジャーボート責任保険15,612隻で、保険金額はそ
れぞれ28億4,753万円、３兆6,918億1,400万円であり、
純保険料額はそれぞれ300万円、1億2,507万円であっ
た。

なお、保険金を支払ったものは、プレジャーボー
ト責任保険181件3,183万円であり、転載積荷保険の
支払いはなかった。

カ　漁船乗組員給与保険
この保険は、漁船の乗組員が抑留された場合にお

ける給与を保障するため、漁船保険組合が保険事業
を行うものである。

21年度の保険契約件数は197件で、その内訳は北
部漁場192件、西部漁場3件、南部漁場２件であった。

なお、保険金を支払ったものはなかった。
⑶　財政措置

普通保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険につ

いては、一定の条件の下に国庫が純保険料の一部を負
担することとなっている。21年度においては、国庫負
担額は57億7,426万円であった。

また、漁船保険組合に対し、事業実施に必要な経費
について5億2,169万円の助成を行った。

２　漁業災害補償制度

⑴　概　　　況
漁業災害補償制度は、「漁業災害補償法」（昭和39年

法律第158号）に基づき、漁業協同組合等の協同組織
を基盤とする漁業共済団体（漁業共済組合及び同連合
会）が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業並びに政
府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互
救済の精神を基調として、その営む漁業につき異常の
事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんする
ために必要な給付を行い、中小漁業者の漁業再生産の
阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的と
するものである。

近年の我が国水産業を取り巻く情勢は、周辺水域の
資源状況の悪化、漁業就業者の減少・高齢化など依然
として厳しく、漁業経営は困難な現状におかれてお
り、経営安定に漁業共済の果たす役割はますます重要
となっている。

このような中で、21年度の加入状況は、加入件数
55,839件、共済金額4,033億3,564万円、純共済掛金173
億2,353円であった。この加入実績は、前年度実績3,982
億178万円に対し1.3％増（51億円増）となり、過去最
高を記録した。この内訳は、漁獲共済が前年度比3.0％
増（67億円増）、養殖共済が前年度比6.9％減（62億円
減）、特定養殖共済が前年度比6.0％増（46億円増）、
漁業施設共済（14年10月より、従来の漁具共済から移
行）は前年度比0.7％減（0.7億円減）となっている。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月末
現在で支払件数9,114件、支払共済金115億5,751万円で
あり、また、20年度契約分に係る支払状況は、22年３
月末現在で支払件数7,754件、支払共済金127億6,729万
円であった。

⑵　漁業共済事業
ア　漁獲共済

この共済は、漁業者の共済責任期間中の操業に係
る漁獲金額が共済限度額（過去一定年間の漁獲金額
を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達しな
い場合の損失について共済金を支払う事業である。

21年度の契約件数は、13,000件と前年度の13,696
件に比べ減少し、共済金額では、2,287億9,531万円
と前年度2,221億310万円に比べ3.0％の増加となっ
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た。
なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月

末現在で支払件数4,661件、支払共済金39億9,041万
円であり、また、20年度契約分に係る支払状況は、
22年３月末現在で支払件数4,374件、支払共済金79
億6,951万円であった。

イ　養殖共済
この共済は、養殖中の水産動植物が、台風や津波、

赤潮等の災害により死亡、流失した等の損害につい
て共済金を支払う事業である。

21年度の契約件数は、5,318件と前年度の5,724件
に比べ減少し、共済金額では、831億574万円と前年
度892億6,747万円に比べ6.9％の減少となった。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数1,598件、支払共済金25億4,033万
円であり、また、20年度契約分に係る支払状況は、
22年３月末現在で支払件数1,062件、支払共済金16
億416万円であった。

ウ　特定養殖共済
この共済は、特定養殖業の共済責任期間中の養殖

に係る生産金額が共済限度額（過去一定年間の生産
金額を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達
しない場合で、かつ、その生産数量が一定の数量に
達しなかった場合の損失について共済金を支払う事
業である。

21年度の契約件数は、7,159件と前年度の6,664件
に比べ増加し、共済金額では、812億674万円と前年
度765億3,569万円に比べ6.1％の増加となった。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数2,253件、支払共済金47億7,293万
円であり、また、20年度契約分に係る支払状況は、
21年３月末現在で支払件数1,646件、支払共済金29
億4,885万円であった。

エ　漁業施設共済
この共済は、供用中の養殖施設又は漁具の流失、

損壊等の事故による損害について共済金を支払う事
業である。

21年度の加入件数は、30,362件と前年度32,540件
に比べ減少し、共済金額では、102億2,785万円と前
年度102億9,551万円に比べ0.7％の減少となった。

なお、19年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数602件、支払共済金2億5,383万円
であり、20年度契約分に係る支払状況は、22年３月
末現在で支払件数672件、支払共済金2億4,477万円
であった。

⑶　財政措置
21年度においては、漁業共済の加入者に対する

共済掛金についての国庫補助額は75億9,819万円で
あった。

また、漁業共済組合及び同連合会に対して、事業
実施に必要な経費について５億3,235万円の助成を
行った。

第８節　沿岸・沖合漁業

１　沖合底びき網漁業

概要：沖合底びき網漁業は15t以上の動力漁船によ
り底びき網を使用し、おおむね北緯25度以北、東経
153度以西、東経128度30分（一部128度）以東の太平洋、
オホーツク海及び日本海で行う漁業である。操業区域
は46区分に細分化されており操業は資源保護上及び漁
業調整上の厳しい制限のもとに主に自県沖を中心に行
われている。

許認可隻数：22年１月１日現在で379隻であった。
船型：160tまで4階層に分かれるが、新40t未満階層

が137隻と最も多くなっている。
漁法：かけまわし、トロール及び2そうびきであり、

オッタトロールは北海道周辺及び宮城〜千葉までの沖
合で操業しており、２そうびきは岩手の一部、太平洋
南海区及び島根〜福岡で操業している。北海道及びそ
の他の海域においては主としてかけまわしによる操業
が行われている。

漁獲量：20年は40万４千tで前年に比べ約１万１千t
減少した。魚種別にはすけとうだら14万１千t、ほっ
け11万６千t、かれい類１万７千tとなっている。

２　小型底びき網漁業

小型底びき網漁業は総トン数15t未満の動力漁船に
より底びき網を使用して営む漁業であり、地先沿岸を
漁場とするものから沖合域を漁場とするものまで地域
により多様であって、沿岸漁業の中においては、釣、
延縄とともに代表的な地位を占めている。本漁業につ
いては、農林水産大臣の告示により、都道府県知事が
許可することができる隻数の最高限度を定めている。
また、海域によっては船舶の総トン数若しくは馬力数
の最高限度を定めることができることとなっているほ
か、漁具漁法についても漁獲効率が高い２そうびき漁
法、網口開口板等の使用を農林水産大臣が特に定める
海域以外は禁止している。本漁業の21年４月現在の許
可総枠隻数は約２万２千隻である。20年の漁獲量は45
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万７千tで前年に比べ約４万１千t増加した。漁獲物は
ひらめ、かれい類、えび類の中高級魚が多く、生鮮、
そう菜物として利用されている。なお、漁獲量のうち
30万８千tは、北海道のほたてがいである。

３　まき網漁業

総トン数40t（北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎
灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心
点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直
線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの
部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯
台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南
の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総ト
ン数15t）以上の動力漁船によりまき網を使用して行
う大中型まき網漁業の22年１月１日現在の許認可隻数
は、205隻であった。

また５t以上40t未満（北部太平洋海域においては
15t未満）の中型まき網漁業の大臣枠付隻数は、22年
１月現在で505隻となっている。20年におけるまき網
漁業の漁獲量は約124万t（うち大中型まき網漁業約82
万t）で、前年より約７万tの減となった。

４　ずわいがに漁業

日本海及びオホーツク海のずわいがには、主として
沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業及びかご漁
業により漁獲されている。このうち、ずわいがにを漁
獲目的とする10t以上船（小型機船底びき網漁業及び
沖合底びき網漁業を除く。）については、特定大臣許
可漁業となっており、沖合底びき網漁業・小型機船底
びき網漁業も含めて、ずわいがにの漁獲時期、体長制
限等を省令で規制している。21年度の許可隻数は、か
ご漁船17隻であった。20年のずわいがにの全国漁獲量
は約５千tで前年に比べ約７百t減少した。

５　さんま漁業

さんま漁業は大きく分けて、総トン数10t以上の漁
船により棒受網を使用してさんまを獲る指定漁業の北
太平洋さんま漁業と10t未満の漁船により棒受網や刺
網を使用する知事許可漁業がある。

このうち北太平洋さんま漁業の操業期間は、さんま
の索餌のための北上する魚群及び産卵のための南下魚
群が形成される８月１日から12月31日までと限定され
ているため、さけ・ます流し網漁業等との兼業船も多
い。また、さんまの漁場は年毎に海流などによって変
わるが、大体、漁期初めの８月〜９月は歯舞・色丹沖、
８月〜 10月に道東沖で操業し、10 〜 11月頃三陸沖に

南下、11月〜 12月頃には房総半島沖まで南下して操
業し、これに応じて主要水揚港も道東〜三陸〜房総等
と推移する。

22年１月１日現在のさんま漁業の大臣許認可隻数は
189隻で、前年から7隻減少している。漁獲量について
は、19年の漁獲量は約29万t、20年の漁獲量は約35万t
となっている。

６　いかつり漁業

いか釣り漁業は大きく分けると船舶の総トン数によ
り、その制度的扱いを異にしている。総トン数30t以
上の動力漁船によりいか釣り漁業を営むものについて
は平成14年４月に「中型いかつり漁業」（我が国近海
が主漁場）と「大型いかつり漁業」（海外が主漁場）
を統合し、「いか釣り漁業」として指定漁業の業種に
追加し、平成19年８月の許可等の一斉更新に際し、操
業区域・規制ラインの見直し等を行った。

また、30トン未満の漁船については、都道府県知事
許可等であるが、するめいかを目的とする５トン以上
30トン未満船は、平成10年から農林水産大臣の届出が
必要となっている（小型するめいか釣り漁業）。

我が国近海で操業するいかつり漁業（指定漁業）に
ついては、船団別に、日本海・太平洋を主漁場として、
５月頃から１月頃にかけてスルメイカを漁獲する漁
船、６月頃から10月頃に東シナ海でヤリイカを漁獲す
る漁船、１月頃から３月頃に太平洋側のアカイカを漁
獲する漁船、５月頃から７月頃に北太平洋（東経170
度以東）のアカイカを漁獲する漁船に大別できる。

22年１月１日現在のいか釣り漁業の許認可隻数は
159隻（うち旧大型いかつり漁業が26隻、旧中型いか
つり漁業が133隻）であり、５t以上30t未満船の大臣
届出漁業の届出隻数は2,937隻である。

７　かじき等流し網漁業

かじき等流し網漁業は大目流し網漁業とも呼ばれ、
かじき、かつお又はまぐろをとることを目的とした漁
業であり、中型さけ・ます漁業、さんま漁業等との兼
業がみられる。この漁業は三陸沖を中心に古くから行
われ、国際環境の変化により平成元年８月に届出漁業
とした。さらに、公海における操業は、平成４年12月
末をもって停止となり、現在では、房総半島沖から北
海道道東沖にかけた日本の排他的経済水域を主漁場と
して継続して操業が行われている。

かじき等流し網漁業は、総トン数10t以上の漁船で
大臣届出制となっているが、一方で各道県毎に知事
許可又は海区委員会指示による承認が必要となってい
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る。本漁業の20年の漁獲量は約７千１百tであった。

８　遊漁・海面利用

国民の自然志向・健康志向などを背景として海の利
用のニーズが多様化する中で、従来からの釣り、潮
干狩りといった遊漁活動に加え、ヨット・モーター
ボート、水上オートバイなどのプレジャーボートやス
キューバダイビングなど、多様な海洋性レクリエー
ションが進展している。

このような状況の中、漁業者、遊漁者、海洋性レク
リエーション関係者等からなる海面利用協議会が都道
府県に設置され、調和がとれた海面利用を図っている。

遊漁船業については、各都道府県に登録した遊漁船
業者数は、平成21年3月31日時点において1万5,881業
者、登録された遊漁船の隻数は、1万8,521隻であった。

また、遊漁船業者等に対し、安全運航、遊漁船利用
者の安全管理のための講習会の開催、安全対策及び適
正な漁場利用に関するルール・マナーの啓発を行うと
ともに、遊漁船利用者を含む遊漁者に対し、釣りのルー
ル・マナーを指導する釣り指導員の育成、活動支援及
び青少年に対する釣り教室開催支援による釣り人の水
産資源・漁場環境保全意識の啓発を行う遊漁船業安全
対策等推進事業を実施した。

９　我が国200海里内における漁業取締り

⑴　外国漁船の取締り
平成11年１月の新日韓漁業協定、平成12年６月の新

日中漁業協定の発効に伴い、ロシア漁船と合わせ約
1,400隻もの外国漁船が我が国の許可を受けて、我が
国200海里内で操業を行うこととなった。水産庁では
これら外国漁船による違反操業の未然防止のための立
入検査を実施するとともに、違反及び無許可外国漁船
の拿捕、密漁設置漁具の押収等の漁業取締りを実施し
ており、特に外国漁船による違反が頻発している九州・
山陰周辺などの海域については、漁業取締船、漁業取
締航空機を重点的に配備している。

これら漁業取締により拿捕した違反漁船に対して
は、司法処分を科すとともに、行政処分として許可の
停止や取消しの処分を実施しており、平成21年におけ
る拿捕件数は17隻（韓国漁船12隻、中国漁船３隻、台
湾漁船２隻）であった。

また、平成21年における外国漁船による密漁漁具の
押収量は、刺網・延縄が約59㎞、篭漁具が8,899個に
達した。

⑵　沿岸・沖合等漁業の取締り
水産庁における、我が国の沿岸・沖合等漁業に関す

る取締りは、主として指定漁業、特定大臣許可漁業等
に対して行っているが、併せて都道府県の知事許可の
沿岸漁業に対しても指導・取締りを行っている。

また、検挙した違反漁船に対しては、司法処分が科
されるとともに停泊処分や船長等の乗組み禁止処分な
どの行政処分を実施しており、平成21年における検挙
件数は23隻（沖合底びき網漁業５隻、大中型まき網漁
業２隻、小型機船底びき網漁業17隻）であった。

⑶　漁業取締体制の強化
水産庁では、漁業指導・取締りのため、漁業取締船

（官船６隻、用船32隻）、漁業取締航空機（チャーター
機４機）を配備して取締りに当たっているところであ
る。

しかし、外国漁船による違法操業が増加するととも
に、違反を発見されると逃走したり追跡の妨害や体当
たりをする悪質な漁船が増加しており、これら違反漁
船による違法な漁獲や漁具の残置・流失により我が国
の水産資源や漁場環境の悪化が懸念されている。

このため、違反漁船に対する取締捜査能力の向上を
図るため、取締機器の更新や新型漁業取締船への移行
を計画的に実施し、実効ある取締体制の構築を図るこ
ととしている。

第９節　遠洋･北洋漁業

１　さけ・ます漁業

21年度のさけ・ます漁業については、日ロ漁業合同
委員会第25回会議及び政府間協議の結果を受け、日本
200海里内において2,855tの漁獲限度量及びロシア200
海里内において6,880tの漁獲割当量となった。

⑴　中型さけ・ます流し網漁業
ア　太平洋海域

太平洋中型さけ・ます流し網漁業は、平成４年
度からの公海操業の停止を受け、ロシア200海里内
のみの操業となっている。21年度の漁獲割当量は
4,480tで、16隻が５月15日から７月30日まで操業し、
漁獲実績は4,183tであった。

イ　日本海海域
日本200海里内においては、21年度は日本海カラ

フトマス資源の不漁年であったことから、全船出漁
を見送ったところである。

⑵　太平洋小型さけ・ます流し網漁業
日本200海里内においては、21年度の漁獲限度量は

2,855tで、70隻が４月15日から７月７日まで操業し、
漁獲実績は2,254tであった。また、ロシア200海里内
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においては、21年度の漁獲割当量は2,400tで、15隻が
５月11日から７月24日まで操業し、漁獲実績は1,713t
であった。

２　捕　鯨　業

⑴　商業捕鯨の中断
昭和57年、国際捕鯨委員会（IWC）は第34回年次

会議において、1990年までに鯨類資源状態の見直し（包
括的評価）を行うとの条件付きで商業捕鯨の一時停止

（モラトリアム）を決定した。これに対し我が国は条
約の規定に基づき異議申し立てを行ったが、米国は日
本が商業捕鯨を継続すれば、米国200海里内での対日
漁獲割当てを削減すると主張したため、やむを得ざる
措置としてモラトリアムを受け入れ、商業捕鯨は1988
年より一旦中断した。

⑵　包括的評価とモラトリアムの見直し
従来から検討されていた鯨資源の改訂管理方式が

IWC科学委員会により、1992年に完成され、南極海ミ
ンククジラ鯨資源については、100年間の捕獲許容水
準が20万頭であることが算出された。しかし、1994年、
新たな監視取締制度制度（RMS）の完成が商業捕鯨
再開（モラトリアムの撤廃）の前提との決議が採択さ
れ、以降14年間に延べ45回のRMS関連会合が開催さ
れたが、反捕鯨国による遅延策等のためRMSの完成
は遅れ、さらに、反捕鯨国は、RMSの完成は商業捕
鯨モラトリアムの撤廃を意味しないとの主張を始める
等、モラトリアムの見直し先送りの立場を譲らなかっ
た。2006年2月、ケンブリッジ（英国）においてRMS
作業部会が開催されたが、上述のような反捕鯨国によ
る理不尽な対応により、RMSの完成が不可能である
ことが確認され、14年間の議論と交渉の結果、ＲＭＳ
の完成に向けたプロセスは実質上停止することとなっ
た。その後、本件に関する具体的な交渉等は行われて
いない。

⑶　鯨類捕獲調査
我が国は商業捕鯨再開に向けて鯨類の資源状況等

を科学的に把握するため、南極海及び北西太平洋で
鯨類捕獲調査を実施しており、この一環として1987
年度から2004年度まで18年間、南極海ミンククジラ
の生物学的情報収集を主目的とした南極海鯨類捕獲
調査（JARPA）を実施し、更に2005年度よりJARPA
の調査結果を踏まえ、科学的知見の更なる充実を図
り、より適切なクジラ資源の管理方式の構築を目指す
ため、ミンククジラの捕獲頭数を増やすとともに、資
源の回復が著しいナガスクジラ及びザトウクジラを新
たに捕獲対象鯨種に加えた第二期南極海鯨類捕獲調査

（JARPAⅡ）を開始した。
南極海鯨類捕獲調査に対しては、調査の開始当初か

らグリーンピースやシー・シェパード（SS）といっ
た反捕鯨団体が不当かつ危険な妨害活動を繰り返して
きている。

2009年度の調査においては、SS所属のスティーブ・
アーウィン号等による執拗かつ危険な妨害を受け、延
べ31日間にわたって捕獲調査を中断せざるを得なかっ
た。特に、ニュー・ジーランド船籍の高速艇アディ・
ギル号及びトーゴ船籍（2010年２月に船籍末梢）のボ
ブ・バーカー号が新たに妨害に加わり、SS側が武器
様の各種装置（酸を封入したガラス瓶を高速で射出す
るランチャーや、レーザー光線と推定される電子装置
など）を使用したことにより、我が国調査船乗組員３
名が負傷したほか、妨害船の異常な操船により２隻の
調査船が衝突されるなど、捕獲調査に従事する我が国
船舶・乗組員の生命・財産が危険にさらされた。更に、
2010年１月６日に調査船「第２昭南丸」に衝突の上大
破した、アディ・ギル号の元船長が、水上バイクで第
2昭南丸に接近し、防護ネットをナイフで切り裂いて
同船に侵入した。第２昭南丸船長は船員法第27条に基
づき同人を保護し、調査船団を離れて日本へと向かっ
た。

北西太平洋においては、1994年度よりミンククジ
ラの系統群解明を目的とした北西太平洋鯨類捕獲調
査（JARPN）を実施し、さらに、2000年度からは、
JARPNの調査結果を踏まえ、増加している鯨類によ
る水産資源の大量捕食が漁業に与える影響を解明する
ことを主目的とした第２期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNⅡ）を実施している。JARPNⅡでは調査対
象種としてミンククジラ以外にイワシクジラ、ニタリ
クジラ及びマッコウクジラを追加するとともに、小型
捕鯨船を用いて、沿岸域における調査も実施している。

⑷　沿岸小型捕鯨
我が国の小型捕鯨業は、従来ミンククジラを主対象

とした操業を行っていたが、モラトリアムを受け入れ
たことに伴い、現在はIWC規制対象外の鯨種（ツチ
クジラ、ゴンドウクジラ等）のみを捕獲している。こ
の捕鯨形態は、米国、デンマーク等の国で行われてい
る「先住民生存捕鯨（文化的、伝統的重要性からモラ
トリアム下であっても捕鯨が認められている）」と同
様の文化的・社会経済的な性格を有していることから、

「沿岸小型捕鯨」として、右捕鯨操業に対してミンク
クジラの捕獲枠を与えるようIWCに要求してきてい
るところである。現在、同捕獲枠については、「IWC
の将来プロセス」において議論されている。
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３　かつお・まぐろ漁業

総トン数10t以上の漁船によって営まれる本漁業は、
その漁船の規模により近海かつお・まぐろ漁業及び遠
洋かつお・まぐろ漁業に分けられる。これらは、指定
漁業となっており、漁業を営もうとするときは農林水
産大臣の許可を受けなければならない。

これらの許認可船の隻数は、平成21年８月１日現在
総数802隻となっている。

また、52年以降の200海里設定によりすでに約30数
年が経過したが、沿岸国の中に新規に入漁を認めよう
とする国もあり、我が国は積極的に優良漁場の確保に
努めてきている。しかしながら、既存漁場の入漁協定
においては毎年入漁条件が厳しくなるなか、資源状況
の悪化、地域漁業管理機関における漁獲枠削減等の規
制強化や、輸入品との競合などによる長期的な魚価の
低迷等、本漁業をめぐる環境はますます厳しくなる傾
向にある。

表15　かつお・まぐろ漁業

⑴　かつお・まぐろ漁業許認可隻数
（21年８月１日現在）

遠洋かつお・まぐろ漁業� 401隻
近海かつお・まぐろ漁業� 401隻
　　　　合　　計� 802隻

⑵　かつお・まぐろ漁業の漁獲量
　（21年、概数、かっこ内は前年）

まぐろはえなわ漁業� 147千t� （172千t）
かつお一本釣り漁業� 101千t� （107千t）
合　　計� 247千t� （278千t）

４　遠洋底びき網漁業

遠洋底びき網漁業の平成21年８月１日現在の許認可
隻数は42隻となっている。

⑴　ロシア水域
地先沖合交渉の合意に基づき4隻が操業。1 〜 4月に

北千島海域において抱卵スケトウダラを対象として操
業。
⑵　南極水域（CCAMLR）及びフォークランド水域
現在、CCAMLRではナンキョクオキアミ１隻、メ

ロ１隻の計２隻が操業。フォークランド水域では１隻
が、ホキ､ ミナミダラ等を対象として操業。

⑶　ニュー・ジーランド水域
形式用船方式により、１隻がミナミダラ、ホキ、イ

カ等を対象として操業。
⑷　北西大西洋水域（NAFO）

カラスガレイ、アカウオ等を対象に１隻が操業して
いたが、平成21年、操業船を所有する経営体の経営悪
化により、操業を見合わせた。

⑸　天皇海山水域
操業隻数は６隻（うち、２隻は専業）であり、キン

メダイ、クサカリツボダイを主対象として操業。

５　海外いかつり漁業

海外いか釣り漁業（大型いか釣り漁業）は、昭和44
年にそれまでの自由漁業から大臣承認漁業へ移行され
た。承認隻数は当初200隻を超えていたが、昭和57年
から58年にかけてのいか流し網漁業への転換及び経営
不振による廃業等により減少が続き、指定漁業となっ
た平成14年８月の許可の一斉更新時で許認可隻数79
隻、平成15年は80隻、平成18年においては76隻となっ
ており、このうち185t以上の大型いか釣り漁船の隻数
は、平成14年に51隻であったものが平成20年には13隻
と大幅に減少した。なお、平成19年８月の一斉更新で、
従来大型・中型と５つの操業区域に分かれていた区分
が統合された。

主な操業水域は、ペルー水域、ニュージーランド水
域及び北太平洋水域（日本、ロシア水域及び公海。）
であり、これらの水域を組み合わせることにより操業
を行っている。

生産状況は、最盛期には、10万tから20万t、金額で
180億円から240億円の漁獲を行ったが、近年では、平
成12年の18万tで160億円の漁獲金額をピークに毎年減
少を続け、平成15年は約５万tで約60億円、平成17年
は約５万４千tで約61億円、平成21年は約２万９千tで
約28億円と減少している。

⑴　ペルー沖水域（アメリカオオアカイカ）
当該水域での操業は、平成３年から操業が開始され

たが、エルニーニョ現象の影響により、平成10年以降
は資源状態が悪化したため入漁を見合わせたが、平成
12年から資源の回復に伴い操業を開始した。近年、資
源水準は安定的に推移している。

安定的な入漁条件を確保するため、平成15年から政
府間協定締結交渉を開始し、平成16年１月、同年８月
に入漁料等が大幅に引き下げられた。ペルー側の政治
事情から協定締結は出来なかったが、同年12月漁業協
力の実施と安定的な入漁の確保等を内容とする政府間
の合意がなされている。平成21年は、４隻の操業が行
われている。
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⑵　ニュージーランド水域（ニュージーランドスルメ
イカ）

当該水域は、昭和40年代後半に漁場が開発され、最
盛期には150隻を超えて操業されていたが、200海里設
定以降、操業条件が厳しくなったこと及び資源の減少
により、年々入漁隻数が減少し、平成14年には出漁隻
数がゼロとなった。

しかし、平成15年は海洋水産資源開発センター調査
船による調査を行い、平成16年には３隻、平成17年に
は、４隻が出漁した。平成21年は、２隻の操業と調査
船による調査が行われている。

⑶　北太平洋水域（アカイカ、スルメイカ）
他の漁場と比較して距離が近いことから、重要な漁

場となっている。

第10節　国際漁業交渉

１　海洋法に関する国際連合条約の動向

1982年に採択された新たな海洋秩序を構築する「海
洋法に関する国際連合条約」は、1994年11月16日に発
効した。

我が国についても、1996年７月20日に同条約が効力
を生じた。また、「排他的経済水域及び大陸棚に関す
る法律」、「排他的経済水域における漁業等に関する主
権的権利の行使等に関する法律」、「海洋生物資源の保
存及び管理に関する法律」、「水産資源保護法の一部を
改正する法律」等の同条約関連法案も同日より施行さ
れた。

２　二国間交渉

⑴　日ロ漁業委員会第26回会議
2010年の日ロ双方の漁船の相手国200海里水域にお

ける操業条件について協議する日ロ漁業委員会第26回
会議が、2009年11月24日から12月４日までモスクワに
おいて開催された。
（協議の経過）
日ロ漁業委員会第26回会議は、日本側からは本村裕

三水産庁資源管理部長ほかが、ロシア側からはリソー
ヴァヌイ連邦漁業庁副長官ほかが出席した。協議の中
でロシア側は、日本漁船への割当の消化率が低いこと、
ロシア極東水域における資源状態の悪化及び日本側の
許可申請の件数は許可隻数枠に達していないことから
日本漁船の許可隻数の削減等の主張を行ってきた。

このようなロシア側の主張に対し、日本側は国内漁
業者の現状を説明し、双方の妥結点を見いだすことを

目指した。特に相互性に基づく操業については、昨年
同様、日本側から機材供与等の協力を行う意向を表明
し、協議を重ねた結果、次のとおりの内容で合意に至っ
た。
（合意の内容）
ア　ロシア水域における日本漁船の操業条件
鉉　相互性入漁

ａ　漁獲割当量は51,945t（前年は51,953t）。
ｂ　日本側（民間団体）からロシア側に対し専

門家の研修及び機材の供与を含む協力事業
を実施。

鉤　有償操業
ａ　漁獲割当量は5,064t（前年は5,210t）。
ｂ　日本側（民間団体）はロシア側に２億722

万円を支払う。
鉈　共通事項

許可隻数枠は相互性、有償併せて591隻。
イ　日本水域におけるロシア漁船の操業条件
鉉　漁獲割当量は51,945t（前年51,953t）。
鉤　許可隻数枠は101隻（前年101隻）。
⑵　日ロ漁業合同委員会第26回会議

日ロ漁業合同委員会第26回会議が2010年３月15日か
ら３月18日までの間、東京において開催された。

本委員会においては、当面する漁期におけるロシア
を母川国とする溯河性魚類（さけ・ます）の日本によ
る漁獲の条件が決定されるとともに、北西太平洋の公
海における生物資源の保存及び管理の問題、日ロ両国
の団体及び企業の間の漁業分野における協力関係等に
つき広く意見交換が行われた。
（協議の概要）
日ロ漁業合同委員会第26回会議は、日本側からは本

村裕三水産庁資源管理部長ほかが、ロシア側からはリ
ソーヴァヌイロシア連邦漁業庁副長官ほかが出席し
た。

まず、日本漁船による我が国200海里内でのロシア
系さけ・ますの漁獲に関して、ロシア側は当初、さけ・
ます資源の保存及び再生産にかかるコストが必要であ
ることから、協力費の引き上げを強く主張してきた。
しかしながら、科学者間の協議を含め、双方が検討を
重ねた結果、最終的に次のとおりの内容で妥結した。
◯2010年に日本漁船が日本200海里内で漁獲するロシ
ア系さけ・ますの上限量を3,055tとする（前年2,855t）。
◯日本200海里内を回遊するロシア系さけ・ますの保
存への協力の一環として、日本側（民間団体）はロシ
ア側に対して3.85億円を下限とし、4.43億円を上限と
する額に相当する機械及び設備をさけ・ます再生産の
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ためロシア側に供与する。協力費の額は漁獲実績に応
じて決定される（前年3.64億円〜 4.257億円，支払い
方法前年同。）。

このほかの議題として、「漁業の分野における両国
の民間ベースでの協力については当該協力を今後とも
互恵的な形で発展させていくことで一致し、2010年の
漁業の分野における両国政府間の科学技術協力計画が
採択される等、幅広い議論が行われた。
⑶　ロシア連邦の200海里水域における日本国の漁船

によるロシア系さけ・ますの2010年における漁
獲に関する日ロ政府間協議

本協議は2010年３月19日から３月26日まで東京にお
いて、また４月１日から４月９日までモスクワにおい
て開催された。

本協議においては、我が国漁船によるロシア連邦の
200海里水域におけるロシア系さけ・ますの漁獲の条
件が決定された。
（協議の概要）
日本側からは本村裕三水産庁資源管理部長ほかが、

ロシア側からはリソーヴァヌイ連邦漁業庁副長官ほか
が出席した。

本協議では、漁獲割当量及び入漁料に関して、日露
双方の意見が一致するまでに時間を要したが、最終的
に次のとおりの内容で妥結した。
（合意の内容）
漁獲割当量8,447t（前年は6,880t）
操業隻数は36隻（前年31隻）。

⑷　日韓漁業協定
平成10年９月25日、日本海及び済州島南部水域での

暫定水域の設定、すけとうだら、ずわいがに、その他
の漁獲量の取扱い等に関して基本合意に達し、11月28
日に鹿児島で署名が、12月11日に我が国国会で、翌年
１月６日に韓国の国会で協定が承認された。

他方、基本合意後において双方の排他的経済水域に
おける操業条件、漁獲割当量や暫定水域での資源管理
等について協議が続けられたものの、特に韓国のズワ
イガニを目的とする底刺し網漁業、かご漁業の扱いを
巡って韓国側と日本側との意見が対立した。このため
1999年（平成11年）１月22日、協定は発効したものの、
双方の排他的経済水域での相手国漁船の操業は行えな
い状況となったが、２月５日、日韓双方の相手国水域
での操業条件についての合意が得られ、２月22日から
相手国水域での相互操業が行われた。

その後、年毎に自国排他的経済水域に入漁する相手
国漁船の操業条件について協議が行われ、2010年漁期

（３月１日から１年間）の操業条件については、双方

とも削減を行い、入漁隻数は900隻、総漁獲割当量は
60,000tと日韓等量等隻であり、対前年比では、入漁
隻数40隻減、総漁獲割当量前年同となった。

なお、入漁隻数及び総漁獲割当量を決めるほかに、
2005年から魚種別・漁業種類別漁獲割当も実施してい
る。

また、海洋生物資源専門家小委員会の設置要領に基
づき、2009年９月に東京にて同小委員会の第６回定期
会合が開催された。

なお、暫定水域の資源管理等については、協定発効
当初から、協定に基づく勧告に向けた協議を行うよう
提案し続けているが、韓国側は竹島問題を理由に、協
議に一切応じられないとの姿勢を終始崩さず、日本側
は改めて右協議の開催を求めた。また、このような状
況を踏まえ、暫定水域で操業する漁業者同士による民
間協議に対し、両国政府が積極的に支援指導及び助言
することについて意見の一致をみた。

⑸　日中漁業協定
日中間においては、国連海洋法条約の趣旨に則した

新たな協定を、2000年２月に北京で開催された大臣級
協議により、2000年６月１日に発効することで意見の
一致を見た。それに伴い、2000年４月から相手国入漁
のための操業条件等の決定のために３回の部長・副局
長協議を開催し、2000年５月18日に2000年漁期の操業
条件について合意し、2000年６月１日に新協定が発効
した。

日中漁業協定に基づき、日中漁業共同委員会におい
て、排他的経済水域に入漁する相手国漁船の操業条件
について両国へ勧告されているほか、暫定措置水域に
おける資源管理措置、日中海洋生物資源専門家小委員
会の設置が決定されている。

2010年漁期の相手国入漁のための操業条件について
は、2009年12月18日に北京で開催した共同委員会にお
いて、漁獲割当量等の削減を行うこととし、日中両国
とも総漁獲割当量及び総許可隻数をそれぞれ10,741t
及び408隻とすること等を内容とする2010年漁期の操
業条件を日中両国政府に勧告することが決定された。

⑹　日米漁業協議
米国200海里内において、我が国漁業の枠組みとなっ

ていた日米漁業協定については、1991年末に期限が満
了し、同水域における対日漁獲割当量、洋上買魚とも
ゼロとなったことから、延長を行わなかった。

しかしながら、水産分野における日米の意見交換は
重要であるとして、同協定の失効後、種々の漁業問題
を討議するために定期的な実務者漁業協議の場として
日米漁業委員会が設立され、1992年１月東京において
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第１回協議が行われ、その後、同委員会は毎年１回開
催されてきたが、2000年８月、米国は、我が国が北西
太平洋における調査捕鯨を拡大したこと（対象にニタ
リ鯨、マッコウ鯨を追加）に強い懸念を示して同年９
月に予定されていた日米漁業協議委員会の開催の取り
やめを通知したことから、これ以降、同委員会の開催
が中断された。

しかしながら、近年の漁業問題の深刻化により、双
方の合意で、2003年の第８回協議から再開され、第９
回協議は2004年１月に東京で行われた。

⑺　日加漁業協議
トロール漁業については1999年以降、まぐろ延縄漁

業については2000年以降、カナダ水域への入漁は認め
られていない。

2001年以降については、協議開催前にカナダ側より
トロール漁業及びまぐろ延縄漁業についての我が国の
入漁を認めない旨の通知があり、協議は行われていな
い。

⑻　日・ニュージーランド漁業交渉
1978年９月に発効した日・NZ漁業協定に基づき、

毎年、我が国漁船のNZ水域における操業条件が決定
されてきていた。96/97漁期より、我が方と先方の入
漁条件が折り合わず、我が国漁船の操業が行われなく
なったことから，NZ側は協定を不必要とし、97年９
月をもって協定は失効した。

⑼　日・パプアニューギニア漁業交渉
1981年１月に締結された日・パプアニューギニア漁

業取極により、我が国まぐろ漁船が入漁していたが、
86年12月、パプアニューギニア側が従来の入漁料より
２倍以上の値上げを要求、このため交渉は決裂し、協
定は87年３月をもって失効していた。2006年４月に本
格的な入漁交渉を再開し、同年５月１日から、まき網
漁船の入漁が認められ、現在に至るまで安定的な入漁
関係が維持されている。

⑽　日・キリバス漁業交渉
1978年６月に発効した日・ギルバート諸島政府間漁

業協定（キリバスの独立は79年７月12日）に基づき、
まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とする入漁協定が78
年７月に発効した。入漁協定は操業条件をめぐり４
度にわたる決裂中断があった（81年７月−10月，82年
11月−83年８月，93年８月−９月，97年６月−９月）。
その後は安定的な入漁関係が維持されている。入漁料
は水揚げ金額の５%であり、航海毎に支払う方式が採
られているが、まぐろ延縄については、年間許可方式
との選択が可能となっている。また、まき網漁船につ
いては、入漁協定が93年９月に発効し、現在まで安定

的な入漁関係が維持されている。入漁料は、水揚げ金
額の５%となっている。

⑾　日・ソロモン漁業交渉
1978年９月に発効した日・ソロモン諸島政府間漁業

協定に基づき、まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とす
る入漁協定が78年10月に発効した。入漁協定は操業条
件をめぐり２度にわたる決裂中断があった（82年10月
−83年１月，99年１月−00年９月）。その後は安定的
な入漁関係が維持されている。入漁料は水揚げ金額の
５%であり、年間許可が採られている。また、まき網
漁船については、入漁協定が00年10月に発効し、現在
まで安定的な入漁関係が維持されている。入漁料は、
水揚げ金額の５%となっている。

⑿　日・オーストラリア漁業交渉
1979年11月に発効した日・豪漁業協定に基づき、毎

年「日本国のまぐろ延縄漁業に関する日本国政府と
オーストラリア政府の間の補足協定」が締結され、こ
れれに基づく入漁が行われていた。しかしながら、豪
州側は「みなみまぐろ保存委員会」で国別割当が決定
できない場合、日豪漁業協議を行わないという立場を
とり、97年度のみなみまぐろ保存委員会で資源評価を
めぐる意見の対立から国別割当が決定できなかったた
め、我が方がみなみまぐろ保存委員会と日豪漁業協定
とは本来リンクされるべきではないとの主張したにも
かかわらず、97年度以降日豪漁業協議は行われていな
い。その結果、現在豪州水域への入漁は行われていな
い。

⒀　日・フランス漁業交渉
1979年７月に発効した日・フランス漁業取極に基づ

き、我が国まぐろ漁船がフランスの海外領土水域へ入
漁してきたが、2001年２月をもって入漁は途絶えてい
る。この原因は、入漁料の支払方法が一括前払い方式
となっていること、さらに現在フランスの海外領土の
うち唯一入漁の対象としているニューカレドニア水域
には広大な操業禁止水域が設定されているため、我が
国業界の関心が薄いことにある。

⒁　日・インドネシア漁業交渉
インドネシアは、1980年３月群島基線の外側200海

里の経済水域を設定し、81年以降国内法整備ができる
までの暫定措置として、我が国のかつお一本釣り及び
まぐろはえなわ82隻に限り許可発給を行っていた。83
年10月に同国は、200海里経済水域法を制定し、以降
３回にわたり我が国と漁業交渉を行ったが，入漁料等
の操業条件が折り合わず、84年以降同国水域から我が
国漁船は撤退している。
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⒂　日・ミクロネシア連邦漁業交渉
1979年４月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効した。入漁協定は操業条件
をめぐり２度にわたる決裂中断があった（82年１月−
４月，83年８月−84年２月）。その後は安定的な入漁
関係が維持されている。入漁許可は、年間もしくは期
間ごとの許可方式が採られている。

⒃　日・マーシャル諸島漁業交渉
1979年７月、まぐろ延縄,かつお一本釣りを対象と

する入漁協定が発効し、その後先方政府からの希望に
より、日・マーシャル政府間漁業協定が81年４月に発
効した。入漁協定はこれまでに中断したことはなく、
安定的な入漁関係が維持されている。入漁料は水揚げ
金額の５%であり、航海毎に支払う方式が採られてい
る。また、まき網漁船については、93年９月に入漁協
定が発効し、現在まで安定的な入漁関係が維持されて
いる（現行の協定は99年９月に発効）。まき網の入漁
料は、水揚げ金額の５%となっている。

⒄　日・パラオ漁業交渉
1979年１月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効した。入漁協定は操業条件
をめぐり３度にわたる決裂中断があった（82年10月−
83年12月，86年７月，91年８月−92年１月）。その後
は安定的な入漁関係が維持されている。入漁料支払い
方式は、年間支払方式もしくは航海毎支払い方式であ
り、前者の入漁料は水揚げ金額の４%，後者は入漁料
の５%となっている。

⒅　日・ツバル漁業交渉
1986年６月に発効した日・ツバル政府間漁業協定に

基づき、まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とする入漁
協定が86年６月に発効した。入漁協定は操業条件をめ
ぐり２度にわたる決裂中断があった（88年６月−90年
５月，91年６月−94年２月）。その後は安定的な入漁
関係が維持されている。入漁料は航海毎に一定額を支
払う方式が採られている。また、まき網漁船について
は、入漁協定が98年３月に発効し、現在まで安定的な
入漁関係が維持されている。まき網の入漁料は、水揚
げ金額の５%となっている。

⒆　日・ナウル漁業交渉
1994年７月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効し、現在まで安定した入漁
関係が維持されている。まぐろ延縄、かつお一本釣り
の入漁料は水揚げ金額の５%であり、航海毎に支払う
方式が採られている。また、まき網の入漁料は、水揚
げ金額の５%となっている。

⒇　日・フィジー漁業交渉
1998年７月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を

対象とする入漁協定が発効し、現在まで安定した入漁
関係が維持されている。入漁料は、航海毎に一定額を
支払う方式が採られている。

睥　日・モロッコ漁業交渉
2010年３月に東京において漁業交渉が開催された。

その結果、許可期間を１月１日〜９月10日（前期）、
９月11日〜 12月31日（後期）とし、操業条件は①許
可隻数枠15隻（通年）、②入漁料2,000ドル／隻／年、
③ライセンス料49,500ディルハム／隻／年（約58万
円）、④科学オブザーバー乗船については、前期は最
大４人、後期は最大２人とし、経費については、２隻
以下の場合6,000ドル／年、３隻以上の場合10,000ドル
／年、⑤モロッコ人漁船員の雇用は運用により努力目
標とする。

睿　日・ペルー非公式漁業協議
いか釣り漁業者のペルー入漁に関し、2009年５月に

リマにおいて非公式漁業交渉が開催された。2009年７
月から2010年６月まで入漁料65ドル／（漁船トン数）・
月、転載量15ドル／（漁獲物トン数）の条件で操業が
行われている。

３　多国間交渉

⑴　国際捕鯨委員会（IWC）
第61回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合本会議が、

2009年６月22日から６月25日までマデイラ（ポルトガ
ル）において開催された。

主要論点についての概要は以下のとおり。
ア　加盟国の状況

昨年の年次会合以降、エリトリア、リトアニア、
エストニア、ポーランドが加盟し、本年の年次会合
における加盟国は85 ヶ国となった。

イ　IWCの将来
以下の内容の決議がコンセンサスで採択された。
○　遅くとも2010年のIWC年次会合までに、公平

かつバランスの取れたパッケージに合意できるよ
う努力を強化する。

○　交渉参加国の少数化及び効果的な連絡体制を構
築する。

○　会合にはコンセンサスでの合意に到達するため
の権限を与えられた代表団が参加する。

○　IWC議長は、非公開かつ時間無制限の交渉の
場を計画する。

○　少数国によるサポートグループを設立する。
（＊）�サポートグループは、日本、米国、豪州、アンティ
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グア・バーブーダ、ブラジル、カメルーン、独、
アイスランド、メキシコ、NZ、セントキッツ・
ネーヴィス及びスウェーデンの12カ国。

ウ　沿岸小型捕鯨
我が国沿岸小型捕鯨におけるミンククジラ150頭

の捕獲枠付与提案については、引き続き、「IWCの
将来」プロセスの中で検討することなった。

エ　調査捕鯨
第二期北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPNII）のこ

れまでの成果に関する専門家パネルによるレビュー
結果に関し、豪州、NZ、欧州諸国、ラ米諸国等は、
致死的調査の実施に反対の立場を表明した。これ
に対し、我が国、アイスランド、ノルウェー等よ
り、右レビューは極めて中立的・科学的に行われ、
JARPNIIに対する前向きな評価や建設的な勧告が
多数なされている旨を指摘した。

オ　海上の安全
我が国は、シーシェパードの妨害行為について、

映像を用いて犯罪性を説明し、我が国の取組を紹介
するとともに、関係国に対して、関連する国際条約、
国内法に基づき必要な措置をとるように強く要請し
た。これに対し、豪州（寄港国）は、豪州連邦警察
が捜査を行っている旨、蘭（船籍国）は、現在措置
を検討しており、近いうちにその内容を発表する旨
を発言した。また、約30か国が、シーシェパードの
暴力行為を非難し、関係国に対応を要請した。

カ　先住民生存捕鯨
デンマーク（グリーンランド）は、科学委員会

からの助言に基づき、2010年においてザトウクジラ
10頭の捕獲枠を要求した。しかし、豪州、EU諸国、
アルゼンチン、メキシコ等が難色を示し、コンセン
サスに至らず、更に検討を行い、特別会合を開催し
て結論を出すこととなった。

キ　議長・副議長選出
議長に、チリのマキエラ代表、副議長にアンティ

グア・バーブーダのリヴァプール代表がコンセンサ
スで選出された。

ク　次回年次会合の場所及び日程
第62回IWC年次会合は2010年の５月末〜６月、モ

ロッコのアガディールにて開催することとなった。
⑵　北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

北太平洋におけるサケ・マス資源の保存を目的とし
た同公海海域におけるサケ・マス漁業の禁止を主たる
内容とした「北太平洋における溯河性魚類の系群の保
存のための条約」は、1993年（平成５年）２月16日に
発効したが、本条約に基づき「北太平洋溯河性魚類委

員会（NPAFC）」の年次会議が93年以降毎年開催され、
締約国間の取締り協力、サケ・マス資源に関する科学
的知見等について協議が行われている。

2009年については、第17回年次会議が新潟（日本）
において11月２日から11月６日に開催され、条約加盟
国である日本、米国、カナダ、ロシア、韓国（2003年
加盟）の５か国の他，オブザーバーとしてPICES（北
太平洋海洋科学機関）、台湾等が出席した。

主な討議内容としては、取締活動については、各国
から2009年漁期のNPAFC条約水域（北太平洋公海）
におけるさけ・ます違法操業の取締りについての報告
が行われ、加盟国漁船によるさけ・ますを対象とした
違反操業の現認はなかったものの、潜在的に多くの違
法漁船が条約水域に存在していることが報告されたこ
とから、加盟国間でのより一層の連携を図り、条約水
域における違法操業の防止に取り組むことが合意され
た。

また、さけ・ます資源に関する科学調査については、
太平洋におけるさけ・ますの資源量が引き続き高い水
準にあることが報告されたほか、今後の調査の方向性
について議論が行われた。

次回の第18回会議は、2010年の11月に釜山（韓国）
において開催されることが決定された。

⑶　北西大西洋漁業機関（NAFO）
2009年９月にベルゲン（ノルウェー）において、第

31回年次会合が開催された。
ア　主な魚種別の保存管理措置

2+3KLMO区カラスガレイについて2010年は、
2009年同様、TAC16,000t（日本の漁獲枠1,215t）と
することが合意された。

イ　脆弱な海洋生態系の保存
脆弱な海洋生態系の保存のため、サンゴ及び海綿

密生地の保護区の設定等が採択された。
⑷　全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）

2009年６月に、ラホヤ（米国）にて第80回本会合が
開催された。東部太平洋におけるメバチ・キハダの
保存管理措置に関して議論を行い、2009年以降の保存
管理措置として、以下のとおり合意された。ただし、
2011年の措置については、2011年の科学レビューの結
果を考慮した上で再度合意される必要がある。
ア　まき網漁業

ⅰ）全面禁漁
2009年は59日間、2010年は62日間、2011年は73

日間の全面禁漁。
ⅱ）沖合特定区での禁漁

沖合特定区で、１ヶ月間の禁漁。
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イ　はえ縄漁業
2007年の各国のメバチ漁獲枠から、2009年は４％、

2010年は５％、2011年は９％の削減。
⑸　大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）

2009年11月にレシフェ（ブラジル）において、大西
洋まぐろ類保存国際委員会第21回通常会合（年次会合）
が開催された。
ア　大西洋クロマグロ資源の保存管理措置

東大西洋クロマグロについて、①2009年のＴＡＣ
22,000tから、2010年は13,500tに削減（４割減）、②
科学委員会が資源崩壊の危機（資源の回復が困難な
状況）を認めた場合、2011年は漁業を全面停止、③
地中海まき網漁業の漁期（4月16日から6月14日）を
5月16日から6月14日までの1か月に半減等の措置が
採択された。なお、西大西洋クロマグロ資源の保存
管理措置については従前の通り。

イ　メバチ、メカジキ等については、従前の水準の漁
獲枠を確保した。
⑹　南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）

2009年10月26日から11月６日までホバート（豪州）
にて第28回年次会合が開催され、メロ及びオキアミの
保存管理措置等について議論が行われた。

メロについては、資源悪化の懸念を受け、我が国漁
船の操業海区を含む一部の海区において漁獲可能量が
削減されたものの、引き続き我が国漁船1隻の操業が
認められた。

オキアミについては、操業海区の集中が生態系に与
える影響の懸念を受け、我が国が操業している海区に
おいて、現行の漁獲可能量62万tでの管理から、４つ
に分割した海区毎に漁獲可能量（9万3千t 〜 27万9千t）
を設定する管理に変更された。

⑺　みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）
2009年10月に済州島（韓国）で開催された第16回年

次会合では、ミナミマグロの資源状況が悪化している
ことから、科学委員会の勧告に基づいて、漁獲可能量

（TAC）の20％削減（2010〜 2011のTACは9,449tとなっ
た）、各国がミナミマグロ漁業の遵守措置を確保する
ための行動計画を作成・実施すること、蓄養における
ステレオビデオカメラの試験的導入（2011年に10％を
カバー）、地域オブザーバー計画の検討開始等が合意
された。

次回年次会合は、2010年10月に台湾にて開催予定。
⑻　中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

2009年12月に、パペーテ（フランス領ポリネシア）
において第6回年次会合が開催された。

ア　太平洋クロマグロの保存管理措置
2009年9月の北小委員会で作成された保存管理措

置案（2010年は、太平洋クロマグロに対する漁獲努
力量（操業隻数・日数等）を現状レベルに凍結する）
が原案通り採択された。

イ　メバチの保存管理措置
前年の年次会合で決定した保存管理措置に変更

はなく、2010年は、まき網漁業については集魚装置
を用いた操業の3 ヶ月間の禁止、はえ縄漁業につい
てはメバチの漁獲量の2001 〜 2004年の平均値から
20％削減を行うこととなった。メバチの保存管理
措置は2010年12月の年次会合で全面見直しが行われ
る。

⑼　ベーリング公海漁業問題
「中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保

存及び管理に関する条約」（ベーリング公海漁業条約）
に基づく第14回年次会議が2009年８月31日から９月１
日までの間、スティーブンス（米国）において開催さ
れた。年次会議には加盟６か国のうち５か国（日本、
韓国、ポーランド（EU）、ロシア及び米国）が出席し
た（中国は欠席）。
（協議の概要）
今回の年次会議においても、ベーリング公海にお

けるスケトウダラ資源の回復を示す情報は得られず、
1993年からのモラトリアム（操業の一時停止）は2010
年も継続されることとなった。

また、我が国はこれまでの年次会議で主張してきた
のと同様に、今会議においても漁獲可能水準（AHL：
条約水域におけるスケトウダラの漁獲可能量。年次会
議の科学技術委員会によるスケトウダラの資源評価に
基づき、原則として条約加盟国の意見の一致をもって
設定される。）を設定し、漁業再開に向けた作業を進
めるべきと主張したが、米国及びロシアからの支持を
得られず、AHLは設定されなかった。

次回年次会議については、米国より「バーチャル会
合」が提案され、各国からの支持が得られた事から（欠
席した中国からも書簡により支持を表明）、米国がホ
ストとなり開催されることとなった。
⑽　ストラドリング・ストック（SS）及び高度回遊

性魚種（HMS）に関する国連協定
1992年６月リオ・デ・ジャネイロで開催された「国

連環境開発会議（UNCED）」においてストラドリング・
ストック及び高度回遊性魚種資源の保存・管理につい
ての沿岸国の優先的権利の主張がなされた。それに対
し、我が国、EC、米国等「国連海洋法条約」の規定
を逸脱しているとの反論により、結局、国連主催の政
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府間協議で検討されることとなり、ニューヨークの国
連本部において1993年４月に第１回会合が開催され、
1995年８月、第６回会合でコンセンサスにより協定が
採択された。

本協定の目的は、国連海洋法条約を効果的に実施し、
ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源の保
存と合理的利用を確保することである。保存管理措置
については、EEZ内外での一貫性の確保、

地域漁業機関への協力義務、地域漁業機関が定めた
措置への当該機関非加盟国の遵守義務等が規定されて
おり、取締りについては、転載の規制、旗国以外の検
査官により乗船・検査制度の導入等が規定されてい
る。本協定は、30 ヶ国が批准したことから、2001年
12月11日に発行し、我が国は1996年11月に署名を行い、
2006年８月に批准した。

⑾　インド洋まぐろ類委員会（IOTC）
2009年３月にバリ（インドネシア）にてIOTC第13

回年次会合が開催された。
ア　2009年１月に外部評価（パフォーマンスレビュー）

委員会によりとりまとめられた勧告に基づき、今
後IOTCの機能強化を検討していくことが合意され
た。

イ　熱帯マグロ類（メバチ、キハダ）、メカジキ及び
ビンナガ対象の操業船について、現行の措置で実操
業隻数が制限することになっているが、途上国は漁
船建造計画を提出すれば、無制限に増隻が可能と
なっているところ、途上国の建造計画の提出期限を
定め、その実施状況を検討する措置が採択された。

ウ　資源評価に資するデータ収集強化のため、2010
年７月より、24m以上の漁船の最低５％にオブザー
バーを乗船させること等が決定された。

エ　メバチ、キハダ、メカジキのTAC及び国別割当
の設定について議論したが、合意に至らなかった。

⑿　南東大西洋漁業機関（SEAFO）
2001年の条約の採択当時は、条約水域で日本漁船の

操業実績はなかったが、その後、我が国漁船によるメ
ロを対象とする底はえ縄、オオエンコウガニを対象と
するカニかご漁業が開始され、条約水域内の我が国漁
船の安定的な操業機会の確保と、この漁業機関が実施
する保存管理措置に我が国の意見を反映させる観点か
ら、同条約を締結する必要性が生じた。このため、臨
時国会での審議及び閣議での了承を経て、2009年12月
11日、国際連合食糧農業機関事務局長に本条約加入書
を寄託し、2010年１月10日、同条約は我が国について
効力を生じることとなった。

⒀　第15回ワシントン条約締結国会議
2010年３月にドーハ（カタール）にて第15回ワシン

トン条約締結国会議（CITES-COP15）が開催された。
本会議に向けて、モナコが大西洋クロマグロの附属

書Ⅰ掲載提案を、米国、EU等がサメ類（ニシネズミ
ザメ、アブラツノザメ、ヨゴレ、アカシュモクザメと
その類似種４種）と宝石サンゴの附属書Ⅱ掲載提案を
行った。我が国は、商業漁業対象種の持続可能な利用
を確保するため、これらの資源管理は大西洋まぐろ類
保存国際委員会等の地域漁業管理機関を通じて、科学
的資源評価に基づき関係国が協力・連携して行うべき
との立場から、これらの提案には反対の立場をとり、
附属書掲載を回避すべく、外交ルート等を通じ、ある
いは会議場で加盟国への働きかけを行い、我が国の考
え方への理解を求めたところ、これらの附属書掲載提
案は全て否決された。

４　国際漁業再編対策事業

⑴　事業の趣旨
我が国の国際漁業をめぐる情勢が一段と厳しさを増

している中で、現在の国際社会における我が国の立場
を考えた場合、資源状態等に関する科学的根拠や漁獲
実績をもとにした外交交渉によっても、我が国の国際
漁業の存続を確保することが必ずしも可能な状況には
なく、漁業種類によっては縮減せざるを得ない場合が
ある。

この場合に重要なことは、漁業者のみならず、関係
事業者及び従事者に影響の大きい国際漁業の再編整備
をできる限り混乱なく進めることである。

このため、平成元年12月22日の閣議了解により、国
際漁業の再編整備について、国際的な情勢を基礎とし
て計画的に実施するとともに、これに伴う所要の対策
を総合的に講ずる仕組みを設けることとした。

本事業は、この一環として、将来の国際漁業に関す
る的確な見通しの下に国際漁業の再編整備を計画的に
行うため、交付金の交付等の措置を実施するものであ
る。

⑵　事業の概要
ア　減船漁業者救済対策事業

実施計画に従って減船を行った者に対し、減船漁
業者救済費交付金の交付を行う。

イ　不要漁船処理対策事業
実施計画に従って減船に伴って発生する不要漁船

をスクラップ処分等にした場合に、不用漁船処理費
交付金の交付を行う。
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ウ　国際漁業再編対策推進事業
国際漁業再編対策を円滑に推進するため、国際漁

業の情勢の把握や交付金の交付等のための推進体制
の整備を行う。

⑶　事業の実績
これまで元年度に北洋はえなわ・さし網漁業及び東

部ベーリングつぶ漁業、2 〜４年度に北洋さけ・ます
漁業、３〜５年度に北方底びき網漁業、４〜６年度に
公海流し網漁業、10年度に遠洋まぐろはえなわ漁業、
13年度にたら等はえ縄漁業、18年度に日本海べにずわ
いがに漁業、20年度に遠洋まぐろはえ縄漁業及び近海
まぐろはえ縄漁業について本事業を実施した。

第11節　漁船対策

１　漁船の勢力と建造状況

我が国の漁船勢力の実態を把握するため、毎年12月
31日現在の漁船統計表を作成している。この統計は各
都道府県における漁船の登録隻数と、漁船登録を必要
としない総トン数1t未満の無動力漁船数を集計したも
ので、20年末については、表16のとおりである。

また、漁船法（昭和25年法律第178号）第４条１の
規定に基づく21年度の農林水産大臣の漁船建造許可件
数は表17のとおりである。

２　漁船の依頼検査と性能改善

漁船法第25条の規定に基づく漁船の依頼検査の21年
度実績は、総合検査７件、船体検査９件、機関関係検
査11件、その他１件の合計28件、検査手数料収入総額
は520万円であった。

３　漁船の輸出

漁船の外国への輸出（譲渡又は貸渡し）については、
経済産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて承認するこ
ととなっている。この際に、国際漁業協定等に基づく
漁業秩序の維持、漁業資源の保護等を総合的に勘案し、
水産庁において、事前承認を行っている。21年度にお
ける貸渡しは３カ国18隻、輸出については10カ国47隻
であった。

４　漁船等省エネルギー・安全推進事業のう
ち次世代型漁船等調査検討事業

将来にわたって水産物を持続的に安定供給するため
には、燃油経費の削減等、収益性を確保できる経営に

体質転換を図ることが急務となっている。また、地球
温暖化防止の観点から、100％化石燃料に依存した漁
船漁業において、資源の循環や消費抑制・効果的利用
を促進する等の革新的な環境循環型エネルギー技術の
開発が求められている。

このため、技術開発の進展が目覚ましい水素燃料電
池を動力源とした漁船の検討、また、漁船の安全・環
境に関する国際基準等において、我が国漁船の実態に
即した合理的かつ経済的な内容への検討など、以下の
事業を行った。

⑴　水素燃料電池等を利用した漁船の調査検討
水素燃料電池を動力源とする漁船に関する技術的調

査検討を行うと共に、漁船規模や漁業種類についての
適合漁船の検討を実施した。

⑵　漁船国際条約等検討
国際海事機関（IMO）における海上人命安全

（SOLAS）条約、トレモリノス漁船安全条約議定書の
見直し及び小型漁船（12ｍ未満）安全指針検討、並び
に国内漁船安全関係基準の見直し作業等の検討を実施
した。

トレモリノス漁船安全条約議定書の見直しに向けて
基礎資料を作成し、我が国の主張に資する提案の検討
及び取りまとめを実施した。

⑶　インベントリリスト検討
造船所や機器メーカーにおいて、有害物質の船種・

年度別の使用箇所及び使用量等について現地調査を実
施すると共に、データベース作成に向けてのアンケー
ト調査等を実施し、遠洋まぐろ延縄漁船のインベント
リリストを作成した。

⑷　条約対応漁船居住設備検討
沖合底びき網漁船（160トン型）にILO漁業労働条

約の居住設備基準を適用した場合の試設計を行い、一
般配置図や船員設備詳細図の作成等を実施した。
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表16　平成20年漁船統計表
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第12節　�漁港・漁場・漁村の整備
及び維持管理

１　漁港の指定

漁港の指定については、昭和26年以来漁港漁場整備
法（昭和25年法律第137号）第６条の規定により行わ
れている。その内容は表18のとおりである。

表18　指定漁港数

漁港種類 20年
度末

21年度
指　定

21年度
取消し

21年度
末現在

第１種漁港 2,207 − 2 2,205
第２種漁港 496 − − 496
第３種漁港 114 − − 114
第４種漁港 100 − 1 99

計 2,917 − 3 2,914
（注）�第３種漁港には特定第３種漁港（八戸ほか12港）が

含まれている。

２　漁港の管理

20年度において、漁港漁場整備法第25条第２項の規

定による漁港管理者の選定の届出があり、同条第３項
の規定に基づき告示した漁港は２漁港であり、20年度
末の漁港管理者別漁港数は表19のとおりである。

表19　漁港管理者別漁港数
21年度末

漁港種類 20年度末 総　数 都道府
県管理

市町村
管　理

第１種漁港 2,207 2,205 360 1,845
第２種漁港 496 496 310 186
第３種漁港 114 114 108 6
第４種漁港 100 99 99 −

計 2,917 2,914 877 2,037

３　漁港・漁場・漁村の整備

⑴　漁港漁場整備長期計画
漁港漁場整備長期計画は、漁港漁場整備法第６条の

３の規定に基づき、漁港漁場整備事業の総合的かつ計
画的な実施に資するため策定されており、我が国の水
産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点
から、計画期間に係る事業の実施の目標及び事業量を
定めている。平成19年６月８日に第２次の長期計画を

表17　平成21年度漁業種類別・トン数別建造許可隻数
表17　
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策定したところであり、平成19年度から平成23年度の
５年間に取り組むべき課題を以下の３つに絞り込み、
それらに対する事業を総合的かつ効率的に実施するこ
とにより、概ね５年後を目途に、成果を発現させる。
ア　我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上
鉉　目指す主な成果

水産基本計画における自給率目標の達成のた　
め、漁場再生及び新規漁場整備により概ね14.5万
tの水産物（概ね230万人の国民の消費を賄う水産
物に相当）を新たに提供する。
鉤　事業量

我が国周辺水域において、水産資源の生産力の
向上を図るため、次の事業を実施する。
ａ　概ね7万5,000haの魚礁や増養殖場を整備す

る。
ｂ　概ね25万haの漁場において効用回復に資す

るたい積物除去等を推進するとともに、概ね
5,000haの藻場・干潟の造成に相当する水産資
源の生育環境を新たに保全・創造する。

イ　国際競争力の強化と力強い産地づくりの推進
鉉　目指す主な成果

水産物の流通拠点となる漁港で取り扱われる水
産物のうち、漁港漁場整備事業を通じた高度な
衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合を、
23％（平成16年度）から概ね50％に向上させる。

水産物流通拠点となる漁港のうち、産地市場前
面の陸揚げ用の岸壁が耐震化された漁港の割合
を、９％（平成16年度）から概ね40％に向上させる。
鉤　事業量

産地市場の統廃合など水産物流通の構造改革を
推進しつつ、水産物の安定供給体制を構築してい
くことを目的として、次の事業を実施する。
ａ　水産物流通の拠点となる地区にあっては、陸

揚げ時の処理水への清浄海水の導入等による衛
生管理の強化や漁港施設の耐震化等の推進を図
る地区として、概ね150地区を整備する。

ｂ　中核的に生産活動や操業準備活動等が行われ
る地区にあっては、港内作業時の安全性の確保、
陸揚げ作業時間のロス解消、蓄養殖水面の整備
など水産物の保管機能を強化することにより鮮
度の保持を図る地区として、概ね485地区を整
備する。

ウ　水産物の安定的な提供等を支える安全で安心な漁
村の形成
鉉　目指す主な成果

漁港・漁場の水域環境の改善を図る中で、漁業

集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人
口比率を35％（平成16年度）から概ね60％に向上
させる。

地震防災対策強化地域等に立地する漁村のう
ち、漁港漁場整備事業により地震や津波に対する
防災機能の強化が講じられた漁村の人口比率を、
21％（平成16年度）から概ね30％に向上させる。
鉤　事業量

漁港漁場整備を推進することにより漁村の活性
化を図る地区として、概ね280地区を整備する。

⑵　直轄特定漁港漁場整備事業
漁港漁場整備法に規定する漁港漁場整備方針に適合

した特定漁港漁場整備事業計画に基づき、国が漁港施
設のうち基本施設、輸送施設又は漁港施設用地（公共
施設用地に限る。）の整備及び排他的経済水域におけ
る漁場整備を行う事業であって、計画事業費が一事業
につき20億円を超えるもの等一定の要件を満たすもの
である。21年度においては、243億4,758万円をもって
36地区について事業が実施された。

⑶　地域水産物供給基盤整備事業
水産資源の増大と持続的利用に資する共同漁業権の

区域内等地先の漁場と、当該漁場に密接に関連する第
１種漁港等で沿岸漁業及び増養殖の振興に資する漁港
を一体的に整備する事業であって、計画事業費が一事
業につき３億円を超えるもの等一定の要件を満たすも
のである。21年度においては、事業費605億4,292万円

（国費369億4,292万円）をもって328地区について事業
が実施された。

⑷　広域漁港整備事業
第３種漁港、第４種漁港等の整備及びそれらの漁港

を本拠地とする漁船が利用する共同漁業権の区域内等
地先の漁場施設について一体的に整備する事業であっ
て、１漁港あたりの計画事業費が３億円を超えるもの
等一定の要件を満たすものである。21年度においては、
事業費643億5,753万円（国費403億7,552万円）をもっ
て239地区について事業が実施された。

⑸　広域漁場整備事業
共同漁業権の区域外において、利用が広範囲にわた

る規模の大きな漁場や共同漁業権の設定されている区
域外と機能上密接に関連する漁場を整備する事業で
あって、計画事業費が一事業につき３億円を超えるも
の等一定の要件を満たすものである。21年度において
は、事業費219億3,426万円（国費109億7,931万円）をもっ
て86地区について事業が実施された。

⑹　水産物供給基盤機能保全事業
漁港施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準
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化・縮減を図るため、機能診断や保全計画の策定、保
全工事を漁港管理者である地方公共団体に助成されて
実施されているものであり、平成21年度においては、
事業費30億7,765万円（国費16億3,716万円）をもって、
30都道府県について実施された。

⑺　漁港施設機能強化事業
高潮や波高の増大等に対して十分に安全が確保され

ていない漁港施設について、必要最低限の機能強化、
防護対策を行う事業であって、事業計画期間開始年の
４月１日を起点とし、過去５年間において、高潮、波
高の増大等により被害が生じた漁港であること等一
定要件を満たす物である。21年度においては、事業費
９億5,900万円（国費５億7,700万円）をもって、３府
県について実施された。

⑻　浮魚礁漁場整備事業
共同漁業権の設定されている区域の内外において浮

魚礁の整備を行う事業であって、計画事業費が一事業
につき5,000万円を超えるもの等一定の要件を満たす
ものである。21年度においては、事業費８億8,720万
円（国費５億円）をもって２県について事業が実施さ
れた。

⑼　水域環境保全創造事業
公害等の原因により効用の低下している沿岸漁場の

生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善、漁港区
域内における環境保全を図るため、たい積物除去、しゅ
んせつ、作れい、耕うん、覆土、藻場・干潟の造成、
水質浄化施設の整備等を行う事業で、計画事業費が一
事業につき55,000万円を超えるもの等一定の要件を満
たすものである。21年度においては、事業費65億500
万円（国費32億5,250万円）をもって46地区について
事業が実施された。

⑽　漁場保全の森づくり事業
漁場環境が悪化している閉鎖的な湾や入り江等の後

背地における森林や河川流域において、栄養塩類等の
供給や濁水の緩和等の漁場環境の保全に相当の効果が
期待される広葉樹林の造成、間伐等を林野庁と連携
して実施するものである。21年度においては、事業費
229億7,023万円（国費100億円）をもって46都道府県
について事業が実施された。

⑾　漁港関連道整備事業
漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化によっ

て漁港機能の充実と漁業生産の近代化を図り、併せて
漁村環境の改善を図るため、漁港管理者たる地方公共
団体又はその他の地方公共団体に助成して実施されて
いるものであり、平成21年度においては、事業費12億
1,450万円（国費6億5,408万円）をもって６地区につい

て事業が実施された。
⑿　作業船整備

北海道の直轄工事において使用する国有作業船の建
造、修理、改造及び北海道の漁港の機能増進のために
必要な機械設備の開発試験を行った。21年度の経費は
2,000万円であった。

⒀　漁港環境整備事業
漁港の環境向上に必要な施設を整備し、漁港の景観

の保持、美化を図り、快適にして潤いのある漁港環境
を形成し、併せて作業効率又は安全性の向上等に資す
るものであって、計画事業費が一事業につき5,000万
円以上のもの等一定の要件を満たすものである。平成
21年度においては、事業費10億3,800万円（国費5億1,900
万円）をもって10道県について事業が実施された。

⒁　漁業集落環境整備事業
水産業の持続的発展の基盤たる役割を果たしている

漁村の生活環境の改善や漁村の活性化等を推進する観
点から、漁業集落における環境整備を実施し、水産業
及び漁村の健全な発展に資するものであって、計画事
業費が一事業につき3,000万円以上のもの等一定の要
件を満たすものである。平成21年度においては、事業
費85億521万円（国費42億5,261万円）をもって64地区
について事業が実施された。

⒂　漁村再生交付金
地域の創造力を活かせるように、地域の既存ストッ

クの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効
率的整備を推進することによって個性的で豊かな漁村
の再生を支援するものであり、計画事業費が一事業
につき5,000万円以上２億円以下のもの等一定の要件
を満たすものである。平成21年度においては、事業費
195億6,851万円（国費107億1,217万円）をもって32都
道府県について事業が実施された。

⒃　水産基盤整備調査事業
この事業は、水産業をめぐる環境の変化に伴い、漁

港、漁村及び漁場の整備に求められる要望等に適切に
対応していくため、水産基盤整備の今後の展開方向を
検討するとともに、その具現化のために必要な計画技
術及び設計技術・施工技術等の改善や手法の確立を図
るほか、漁港の機能の増進、漁場の整備及び開発並び
に漁港背後の漁業集落における生活環境改善のために
必要な調査を実施することにより、水産基盤整備事業
の計画的、効率的かつ円滑な実施に資することを目的
とする。
水産基盤整備調査費

19調査事業費　４億4,375万円（定額）
水産基盤整備調査費補助
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12カ所事業費　１億1,970万円（国費5,985万円）
⒄　後進地域開発特例法適用団体等補助率差額

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割
合の特例に関する法律第２条の適用団体（県）が行っ
た特定漁港漁場整備事業、指定漁港漁場整備事業（事
業費5,000万円以上のものに限る。）、漁港関連道整備
事業及び漁場保全の森づくり事業に係る補助金につい
て、特例法の定める引上率（最高1.25まで）により、
21年度において当該適用団体に補助率差額39億2,226
万円を交付した。
（内訳）
水産基盤分� 4,034,000千円
� （うち有明分　111,737千円）
� 計　4,034,000千円
� （有明分を除く計　3,922,262千円）

⒅　漁業生産基盤の整備【強い水産業づくり交付金の
うち経営構造改善目標】

漁業生産基盤としての共同利用施設等を整備するこ
とにより、効率的かつ安定的な漁業経営構造の育成を
図るための事業であり、平成21年度においては、鮮度
保持施設、燃油補給施設、荷さばき施設、漁業用作業
保管施設、築いそなど175施設の整備を実施した。
⒆　漁港の高度利用のための整備【強い水産業づくり

交付金のうち漁港機能高度化目標】
漁港の機能の向上及び利用の円滑化を目指し、高度

衛生管理、就労環境の改善等の水産業に係る要請の多
様化、都市との交流による漁港利用の増大等の情勢変

化に対応するため、漁業活動の軽労化に資する施設、
快適な漁港環境形成に資する施設等の整備を行う事業
であり、21年度は、22都道県において事業が実施され
た。

⒇　漁村地域力向上事業
この事業は、活力ある漁村づくり及び都市と漁村の

共生・対流を促進するため、地域自らが考え行動する
先導的な取組を誘発するための補助事業と地域の挑戦
を可能とするための環境整備に資する委託事業を併せ
て実施する事業である。

前者においては、提案公募により、17地域の先進的
な地域ぐるみの取組を選定し、その実施に対して支援
を行った。

また、後者では、上記モデル地域の取組事例を基に
成功条件等の検討を行うとともに、地域リーダーの資
質向上等をテーマに地域リーダー育成研修会の開催な
どを行った。

睥　海岸事業
海岸法（昭和31年法律第101号）に基づく、海岸保

全施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水
又は地盤の変動による被害から漁村を保全するため、
堤防、突堤、護岸等の海岸保全施設の新設、改良等を
実施した。また、海岸環境整備事業により国土保全と
の調和を図りつつ海岸環境の整備を実施するほか、津
波・高潮危機管理対策緊急事業により、既存の海岸保
全施設の緊急的な防災機能確保のための整備を実施し
た。平成21年度における海岸保全事業の実施状況は表
20のとおりである。

表20　平成21年度海岸保全事業の実施状況

４　水産業・漁村の多面的機能

⑴　趣旨
水産業・漁村の有する多面的機能について、幅広く

国民の理解と支持を得るために、積極的な普及啓発活
動を展開するとともに、次のような取組を進めている
ところ。

⑵　内容
ア　環境・生態系保全対策

この事業は、国民への水産物の安定供給と藻場・
干潟等の有する公益的機能の維持を図るため、漁業
者や地域の住民等が行う藻場・干潟等の保全活動を
支援するものである。21年度においては25地域協議
会（23道府県）186活動組織で交付金支援による環境・
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生態系保全活動が実施された。また、藻場・干潟等
の保全活動を全国的に推進するため、保全活動状況
の報告会や技術的事項についての講習会の開催等を
行う民間団体に対し助成を行った。（平成21年度予
算額　1,330,000千円）

イ　離島漁業再生支援交付金
生産資材の獲得や販売など、主として輸送の面に

おいて不利な条件にあり、漁業就業者の減少や高齢
化が進展する離島において、地域の漁業を再生する
ための漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活か
した新たな取組に対し、交付金による支援を行った。

制度の対象となる離島を有する都道府県は26都
道県あり、21年度においてはそのうち19都道県83市
町村232集落協定839漁業集落において交付金支援に
よる漁業再生活動が実施された。（H21年度予算額
179,773千円）

第13節　水産関係試験研究

１　水産業新技術開発事業

⑴　漁場環境・水産資源持続的利用型技術開発事業
我が国漁業は、周辺水域の資源状況の悪化、生産量

の減少、魚価の低迷等厳しい状況に直面していること
から、漁業の基盤である水産資源の増大、維持・回復
が重要な課題となっており、資源の回復等に向けた取
組の一環として、良好な漁場環境を確保し、資源の持
続的な利用を図るための研究・開発が強く求められて
いる。このため、漁場環境の改善や資源の持続的利用
を図るための研究・開発を効率的に実施した。
ア　水産物の原産地判別手法等の技術開発事業

優良な形質を有するノリ株を確実・簡便に選抜す
るため、室内培養による品種特性の評価技術開発を
実施した。

イ　DNAチップによる養殖漁場健全度評価手法の開
発事業

養殖漁場の環境負荷軽減及び環境改善に対する取
組の効果を簡便かつ迅速に把握するため、漁場底質
等に生息する微生物相に着目し、微生物相全体から
得たDNA（環境DNA）を用いて漁場環境を評価す
る手法（DNAチップによる評価手法）の開発を行っ
た。

⑵　水産業振興型技術開発事業
我が国水産業は、周辺水域の資源状況の悪化、生産

量の減少、魚価の低迷等厳しい状況に直面している。
このような中、漁業地域の活性化、競争力のある水産

経営を実現するため、今までの水揚量・金額に頼る経
営から、収益を重視する経営への転換を図る必要があ
り、これを支援するための水産技術の革新が強く求め
られている。このため、水産業の競争力強化に資する
研究・開発を効率的に実施していくとともに、新たに
実用化の実現性が高い海藻を中心とした水産バイオマ
ス資源の利用技術の開発等を行った。
ア　漁船漁業二酸化炭素排出量削減調査研究事業

二酸化炭素排出量の増大につながらないバイオ
ディーゼル燃料など、化石燃料に替わるエネルギー
の漁船への導入を目指して、バイオディーゼル燃料
の特性試験を行うとともに実際に漁船用機関に用い
て洋上試験等を行った。

イ　沿岸漁業現場対応型技術導入調査検討事業
沿岸漁業が共有する技術開発課題の明確化及び水

産資源の合理的な利用等に資する新たな技術・操業
形態の導入に向け、「ホタテ桁曳き網漁船の船上選
別作業の改善」など９課題に関する調査・研究を行っ
た。

また、成果普及会を実施し、漁業者をはじめとす
る関係者との意見交換を行った。

ウ　水産バイオマスの資源化技術開発事業
海藻等の未利用資源を原料として、バイオエタ

ノールやバイオメタンガス、バイオプラスティック
の生産、健康増進機能を有するオリゴ糖等の有効成
分の抽出など、総合的に利活用する技術の開発を実
施した。

⑶　新たなノリ色落ち対策技術開発事業
ノリ養殖業における色落ち問題は深刻な状況にあ

り、我が国における主要なノリ生産地で頻繁に発生し、
漁業経営に深刻な打撃を与えている。

このため、ノリ色落ちの原因となる植物プランクト
ンを補食する二枚貝類をノリ養殖漁場近傍で増殖させ
る技術の開発、河川水最適利用技術の開発、ノリ養殖
における効率的な作業管理システムの技術開発を実施
した。

⑷　漁船等省エネルギー・安全推進事業
ア　省エネルギー技術導入促進事業
鉉　衛星利用漁場探索技術実用化事業

効率的な漁場探索により省エネ操業の実現を図
るため、衛星画像（海面高度等）及び漁船からの
観測データ（水温・塩分）による暖水塊の鉛直構
造と漁場形成の関連性の解析等を行った。
鉤　魅力ある水産業のための新技術導入促進事業

水産業における省エネルギー化を推進するた
め、漁業者等からの提案公募により、①漁船漁業
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における省エネルギー技術の導入、実証試験へ
の支援を行う「漁船漁業省エネルギー技術実証事
業」、②生産･加工・流通の各現場への実態やニー
ズに対応した省エネルギー技術の開発への支援を
行う「水産業省エネルギー技術開発事業」、③コ
スト縮減効果が高く、現場への技術導入に向けて
緊急的に必要な実証試験を行う「漁船等省コスト
技術緊急実証事業」を実施し、４回の公募により、
22課題を採択し、省エネルギー技術の実証試験等
を行った。
鉈　バイオマス燃料自給型漁船漁業創出事業

自船の燃料を自給しながら操業する新しい漁業
を創出することを目的として、海洋の未利用バイ
オマス資源を用いて、船上での燃料化及び養殖飼
料用ミールを生産するシステムを開発するための
技術開発及び実証試験を行った。

イ　漁業無線安全等高度活用技術開発事業
漁業専用の通信システムとして操業の安全情報等

を提供している漁業無線では、依然としてアナログ
通信が使用されていることから、安全情報などの漁
業者の必要な情報を文字情報として画面上に表示す
るなど、漁船漁業の安全性の向上に資する洋上無線
設備及び無線局側設備の仕様を決定し、基本設計等
を実施した。

２　水産業振興事業調査

有明海等漁業関連情報提供事業
有明海・八代海は、わが国の漁業・養殖業において

重要な海域であるが、近年の漁業生産は、冬季におけ
る高水温及び珪藻赤潮の発生、夏季における大規模な
貧酸素水及び渦鞭毛藻類赤潮の発生などにより、非常
に不安定な状況が続いている。

このため、有明海等特別措置法に基づく漁業振興対
策の一環として、既存の有明海等環境情報・研究ネッ
トワーク総合推進事業の内容に加えて、有明海・八代
海に設置されている既存ブイのネットワーク化等を推
進し、これにより漁業関係者に対する海域情報の継続
的な提供とさらなる内容の充実を図った。

３　国際漁業問題及び漁業資源に関する調査
研究

国際的な資源管理体制の確立に積極的に貢献するこ
とを目的として、公海、外国排他的経済水域等におい
て漁獲される高度回遊性魚類（かつお・まぐろ類）、
溯河性魚類（さけ・ます類）等の国際漁業資源について、

科学的知見に基づく適切な保存管理を実施するために
必要な、資源調査、科学オブザーバーの育成及び二国
間協定等の枠組みにおける科学者交流を実施した。

４　漁海況予報事業

漁業資源の合理的利用と漁業生産の効率化により漁
業経営の安定を図るため、主要浮魚類の長期漁況海況
予報を作成し公表した。また、（社）漁業情報サービ
スセンターが我が国周辺海域を中心として漁況海況の
実況データを収集、分析、提供を行う事業に対して助
成するとともに、強い水産業づくり交付金により都道
府県が地先沿岸における資源管理に必要な漁況海況情
報の収集・分析・提供を行う事業に対し交付した。

５　独立行政法人水産総合研究センター

独立行政法人水産総合研究センターは、中央省庁等
改革により、平成13年４月１日に、これまでの水産庁
研究所を統合して新たな組織として設立された。

さらに、その後の法人等改革の流れを受けて、平成
15年10月１日に、認可法人海洋水産資源開発センター
及び社団法人日本栽培漁業協会、平成18年４月１日に、
独立行政法人さけ・ます資源管理センターの事業をそ
れぞれ引き継ぐため組織の改編を行った。

また、第一期中期計画における評価等を踏まえ、第
二期中期計画が平成18年４月１日より開始され、設立
目的である
ア　水産に関する技術の向上に寄与するための総合的

な試験及び研究等を行うこと
イ　さけ類及びます類のふ化及び放流を行うこと
ウ　海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調

査等を行うこと
とした試験研究等業務を行い、情報提供、成果の普及
等に努めたとともに、これらの業務実施に要する経費
について21年度は運営費交付金166億5,500万５千円を
交付した。

第14節　船　　舶

１　水産庁の船舶

水産庁（瀬戸内海漁業調整事務所・九州漁業調整事
務所・境港漁業調整事務所を含む。）の船舶は総数8隻
で、行政需要に対応するため、漁業取締、漁業調査に
区分されている。大きさは149tから2,630tにまで及ぶ。
船舶の行政目的による区分、船名、所属、航行区域及
び規模等については、表21のとおりである。
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⑴　漁業取締船
漁業取締船は水産本庁所属の２隻、瀬戸内海漁業調

整事務所所属１隻、九州漁業調整事務所所属２隻、境
港漁業調整事務所１隻の計６隻である。

漁業取締船は漁業秩序維持の指導及び取締り並びに
漁船の保護のため、日本周辺、沖合及び遠洋海域での
監視・取締業務に当たっている。

さらに、我が国排他的経済水域において、近年活動
の増している外国漁船に対し国連海洋法条約に基づく
沿岸国主義の下での取締りを見据え、これら漁船の監
視にも努めている。また、国際条約等による漁業資源
の保存管理のための操業海域の規制等が強まるととも
に、漁業取締船の指導取締対象海域の拡大、規制内容
の複雑化等に伴い、漁業取締船の業務の重要性が一層
増加している。

⑵　漁業調査船
漁業調査船は水産本庁所属の開洋丸及び照洋丸の計

２隻である。これらの調査船は、地域漁業管理機関に
おける資源評価等に必要な調査、漁業協定等に基づい
て行われる国際共同調査、国際的な議論の動向に対し
迅速に対応することが必要な調査等の実施を主な目的
としている。

表21　行政目的別船舶表21 行政目的別船舶

力出機主数ﾝﾄ総船域区行航籍船定的目用使名船

質）港いけ定（員

水産本庁

開洋丸 漁業調査 38 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,630 ディーゼル 2,574kw ×2

電気推進1,100kw
照洋丸 漁業調査 36 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,214 ディーゼル 2,206kw ×2

電気推進 350kw
東光丸 漁業取締 33 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,071 ディーゼル 2,942kw ×2

白竜丸 漁業取締 27 東京（東京） 世界全海域 鋼 1,299 ディーゼル 2,206kw ×2

船舶予備員 12

瀬戸内海漁業調整事務所

白 鷺 漁業取締 14 東京（神戸） 日本沿岸沖合近海 軽合金 149 ディーゼル 1,764kw ×2

九州漁業調整事務所

白萩丸 漁業取締 23 東京（福岡） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 1,471kw ×2

白鷗丸 漁業取締 23 東京（福岡） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 2,942kw ×1

境港漁業調整事務所

白嶺丸 漁業取締 23 東京（境港） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 1,471kw ×2

合 計 8隻 229
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４　月

４月１日貉◇平成21年度全国家畜衛生主任者会議の開
催及び傍聴について（消費・安全局動物衛
生課）
◇林政審議会の概要について（林野庁林政
部企画課、森林整備部計画課）
◇平成21年度における環境物品等の調達の
推進を図るための方針について（大臣官房
環境バイオマス政策課、大臣官房経理課）
◇「農林水産分野における省CO2効果の表
示の指針」の公表について（大臣官房環境
バイオマス政策課）
◇第２回農林水産省政策評価会の開催及び
傍聴について（大臣官房情報評価課情報分
析・評価室）
◇「農の雇用事業」実施農業法人等の決定
について（経営局人材育成課、全国農業会
議所・全国新規就農相談センター）
◇平成21年度又は平成21年度上期の関税割
当公表について（大臣官房国際部国際経済
課貿易関税チーム）
◇平成21年度（第10回）民間部門農林水産
研究開発功績者表彰における候補者の募集
開始について（農林水産技術会議事務局研
究推進課、社団法人農林水産技術情報協会
調査部）
◇平成21年度「農業高校での農業者育成研
修モデル開発事業」（文部科学省との連携
事業）について（経営局人材育成課）
◇平成21年度（第５回）若手農林水産研究
者表彰における候補者の募集開始について

（農林水産技術会議事務局研究推進課、社
団法人農林水産技術情報協会調査部）

２日貅◇平成21年度第１回木材利用促進及び木材
需給会議の開催及び一般傍聴について（林
野庁林政部木材利用課）
◇第11回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿

易課）
◇第３回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）

３日貊◇インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第13

回年次会合の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇近藤農林水産副大臣の国内出張について

（大臣官房環境バイオマス政策課、北陸農
政局企画調整室）
◇第５回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇砂浜侵食海岸における堤防等に係る全国
調査結果と緊急対策について（農林水産省
農村振興局防災課、水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課、国土交通省河川局海岸室、国
土交通省港湾局海岸・防災課）
◇輸入米の販売直前の目視確認で発見され
たカビ状の異物の検査結果について（総合
食料局食糧部消費流通課）
◇輸入米の販売直前におけるカビ毒チェッ
クについて（総合食料局食糧部消費流通課）
◇平成20年度におけるJAS法に基づく品質
表示基準違反に係る改善指示の実績につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）
◇ 東 南 ア ジ ア 漁 業 開 発 セ ン タ ー

（SEAFDEC）第41回理事会の開催について
（水産庁資源管理部国際課）
◇JAS法第19条の14第１項の規定に基づく
指示に関する事務の適正な実施について

（千葉県への要請）（消費・安全局表示・規
格課食品表示・規格監視室）

５日豸◇北朝鮮による飛翔体発射に伴う漁船の安
否確認について（水産庁資源管理部管理課）

６日豺◇高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チー
ム第3回検討会の開催について（消費・安
全局動物衛生課、東海農政局消費・安全部
安全管理課）
◇原料原産地などの情報開示の方向性に関

農　政　日　誌
（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）
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する中間的なとりまとめ案に対する意見・
情報（パブリック・コメント）の募集につ
いて（消費・安全局表示・規格課）
◇米国（ケンタッキー州）からの家きん肉
等の輸入一時停止措置について（消費・安
全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第12回日韓漁業共同委員会第1回課長級
協議の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「５月４日はみどりの日」キャンペーン
の開催について（森林整備部研究・保全課
森林保全推進室、「５月４日はみどりの日」
実行委員会事務局）
◇農政改革特命チーム第9回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

７日貂◇農林水産業における排出量取引の国内統
合市場の試行的実施等推進検討会第1回合
同会合の開催について（大臣官房環境バイ
オマス政策課）
◇違反転用の状況及び今後の対応について

（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇平成20年度耕作放棄地全体調査（耕作放
棄地に関する現地調査）の結果について（農
村振興局農村政策部農村計画課、大臣官房
統計部経営・構造統計課センサス統計室）
◇平成21年度食品の安全性に関する有害化
学物質及び有害微生物のサーベイランス・
モニタリング年次計画の作成について（消
費・安全局消費・安全政策課）
◇飼料自給率向上のための平成21年度具体
的行動計画策定等に向けての政策提案の募
集について（生産局畜産部畜産振興課）
◇2009年若手外国人農林水産研究者表彰に
おける候補者の募集を開始します（農林水
産技術会議事務局国際研究課）

８日貉◇平成21年度第１回日本海海況予報（水産
庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水
産総合研究センター日本海区水産研究所業
務推進部）
◇プラムポックスウイルスによるウメの病
気の発生の確認と対応について（消費・安
全局植物防疫課）
◇日本農林規格等の見直し検討について

（消費・安全局表示・規格課）

９日貅◇食料・農業・農村政策審議会平成21年度
第１回畜産部会の開催及び傍聴について

（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇家庭用食料品備蓄ガイドの発行について

（大臣官房食料安全保障課）
◇第２回肥料高騰に対応した施肥改善等に
関する検討会の開催について（生産局農業
生産支援課）
◇食品表示連絡会議（第３回）の開催につ
いて（消費・安全局表示・規格課）
◇「田舎で働き隊！」事業＜おためしコー
ス＞（農村活性化人材育成派遣支援モデル
事業）の募集について（農村振興局農村政
策部都市農村交流課）
◇国有林野事業における技術開発の重点的
取組について（林野庁国有林野部業務課）

10日貊◇第１回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（概要）（労使関係問
題特別調査チーム）
◇気候変動枠組条約特別作業部会の開催結
果について（大臣官房環境バイオマス政策
課、林野庁森林整備部研究・保全課、林野
庁森林整備部計画課）
◇農政改革特命チーム第10回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇農林水産省と環境省の連携による「田ん
ぼの生きもの調査2008」の結果について（農
村振興局整備部設計課計画調整室）
◇第1回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）

13日豺◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について

（林野庁森林整備部整備課）
◇第12回日韓漁業共同委員会第１回課長級
協議の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇中山間地域等直接支払制度等検討プロ
ジェクトチーム（第１回）の開催について

（農村振興局農村政策部中山間地域振興課）
◇農林漁業保険審査会の開催について（経
営局保険課）
◇平成21年度「立ち上がる農山漁村」選定
のための取組事例募集について（内閣官房
副長官補室、農林水産省農村振興局農村政
策部都市農村交流課）
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◇第22次南極海鯨類捕獲調査船団（平成20

年度）の入港について（水産庁資源管理部
遠洋課）

14日貂◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
９回）の開催および傍聴について（大臣官
房政策課）
◇第17回優良外食産業表彰事業における受
賞者の決定及び表彰式典の開催について

（総合食料局食品産業振興課外食産業室）
◇ 東 南 ア ジ ア 漁 業 開 発 セ ン タ ー

（SEAFDEC）第41回理事会の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）

15日貉◇第39回コーデックス連絡協議会の概要
（厚生労働省食品安全部企画情報課国際食
品室、農林水産省消費・安全局国際基準課）
◇2008年木材輸入実績（林野庁林政部木材
利用課木材貿易対策室）
◇近藤副大臣の長崎県平戸市への出張につ
いて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
◇試行排出量取引における森林バイオマス
関連第１号申請案件等について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁林政部木材
利用課）
◇21年漁期TAC設定に関する意見交換会

（まさば及びごまさば、並びにずわいがに）
の開催について（水産庁資源管理部管理課）

16日貅◇第８回「第１種使用規程承認組換え作物
栽培実験指針」検討会の開催及び傍聴につ
いて（農林水産技術会議事務局技術政策課
技術安全室）
◇〜ずっと住むなら、やっぱり日本の木〜

「日本の木のいえ情報ナビ」のモニター募
集について（林野庁林政部木材産業課）
◇平成21年度第１回サンゴ増養殖技術検討
委員会の開催について（水産庁漁港漁場整
備部整備課）
◇水産政策審議会委員を募集します（水産
庁漁政部漁政課）

17日貊◇第13回コイヘルペスウイルス病に関する
技術検討会の開催について（消費・安全局
畜水産安全管理課水産安全室）
◇平成21年度木材利用促進及び木材需給会
議の概要について（林野庁林政部木材利用
課）
◇第７回今後の野菜政策に関する検討会の
開催について（生産局生産流通振興課）

◇「ため池百選」候補の募集について（農
村振興局整備部防災課）
◇第３回「みどりの式典」の開催と平成21

年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰の
受賞者の決定について（内閣府大臣官房総
務課みどりの学術賞及び式典担当室、生産
局生産流通振興課花き産業振興室）
◇第１回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局生産流通振興
課花き産業振興室）
◇第１回新たな労使関係構築検討会議の開
催について（大臣官房秘書課）
◇石破農林水産大臣の出張について（大臣
官房国際部国際協力課）

20日豺◇中山間地域等総合対策検討会（第33回）
現地調査の開催について（農村振興局農村
政策部中山間地域振興課中山間整備推進
室）
◇「知床世界自然遺産」シンボルマークの
決定と表彰について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室、国有林野部経
営企画課）
◇「平成21年度第１回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）

21日貂◇「食料安全保障のための海外投資促進に
関する会議」の発足について（大臣官房食
料安全保障課、大臣官房国際部国際経済課
経済連携チーム）
◇農政改革特命チーム第11回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇全農改善計画の進捗状況の評価について

（経営局協同組織課）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会について（林野
庁森林整備部整備課）
◇組換えDNA技術応用飼料の安全性確認
申請案件についての意見・情報の募集（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇遺伝子組換え生物等の使用規程の承認・
確認にあたって意見を聴取する学識経験者
の名簿の改訂について（第二種使用等分）

（消費・安全局農産安全管理課、消費・安
全局畜水産安全管理課、農林水産技術会議
事務局技術政策課）
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◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律に基づ
く学識経験者の選定及び公表について（第
一種使用等分）（消費・安全局農産安全管
理課、消費・安全局畜水産安全管理課、農
林水産技術会議事務局技術政策課）
◇2009年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNII）三陸沖鯨類捕獲調査の開始に
ついて（水産庁資源管理部遠洋課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
9回）の資料について（大臣官房政策課）
◇第1回食料安全保障のための海外投資促
進に関する会議の開催について（大臣官房
国際部国際経済課経済連携チーム）

22日貉◇農協の新事業像の構築に関する研究会の
開催について（経営局協同組織課）
◇平成21年度飼料自給率向上・家畜生産性
向上に関する合同会議の開催について（生
産局畜産部畜産振興課、生産局畜産部畜産
振興課草地整備推進室、生産局畜産部畜産
振興課需給対策室、生産局畜産部畜産振興
課畜産技術室）

23日貅◇「農政改革の検討方向」及び「米政策に
関するシミュレーション結果（第１次）に
ついて」に関する御意見の募集について（募
集期間：4月23日〜5月22日）（大臣官房政
策課）
◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結
果の公表について（消費・安全局畜水産安
全管理課）
◇「新型インフルエンザに備えるための食
品産業事業者の事業継続計画策定のポイン
ト」（案）に関するパブリックコメントの
実施について（大臣官房食料安全保障課）
◇平成21年度病害虫発生予報第1号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇『国民生活を支える森林づくり』に向け
て〜平成21年度国有林野事業主要取組事項
〜（林野庁国有林野部経営企画課）
◇国産材需給緊急対策について（林野庁林
政部木材産業課、林政部木材利用課）

24日貊◇日ロさけ・ます漁業交渉の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇子ども農山漁村交流プロジェクト全国推
進協議会の開催について（農村振興局農村
政策部都市農村交流課、総務省自治行政局

地域自立応援課、文部科学省初等中等教育
局児童生徒課）
◇商品取引員に対する行政処分について

（総合食料局商品取引監理官、経済産業省
商務情報政策局商務課）
◇第13回コイヘルペスウイルス病に関する
技術検討会の概要について（消費・安全局
畜水産安全管理課水産安全室）
◇第20回森と花の祭典-「みどりの感謝祭」
の開催について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室、（社）国土緑化推
進機構）
◇平成21年３月の国内産米穀の卸・小売価
格の概要（総合食料局食糧部計画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年3

月）（総合食料局食糧部計画課）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇農商工連携研究会植物工場ワーキンググ
ループ報告書の公表について（生産局生産
流通振興課、経済産業省地域経済産業グ
ループ地域経済産業政策課）
◇森林整備保全事業計画の策定について

（林野庁森林整備部計画課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第34回）
現地調査の開催について（農村振興局農村
政策部中山間地域振興課中山間整備推進
室）

27日豺◇米国（イリノイ州）からの家きん肉等の
輸入一時停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）
◇平成21年度農林水産関係補正予算案の概
要について（大臣官房予算課）
◇第３回農林水産省雇用対策推進本部の開
催について（農村振興局農村政策部農村計
画課農村政策推進室）

28日貂◇第４回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（農林水産省改革推進室）
◇「平成21年度農林水産物等輸出促進対策」

（補助事業）の公募の開始について（大臣
官房国際部国際経済課貿易関税チーム輸出
促進室）
◇農林水産省新型インフルエンザ対策本部
の概要について（大臣官房食料安全保障課）
◇第２回無許可専従問題に関する第三者委
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員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇平成21年度第１回日本海スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター日本海
区水産研究所業務推進部）
◇平成19年の農作業死亡事故について（生
産局農業生産支援課）
◇新たな労使関係構築検討会議幹事会（第
１回）の開催について（大臣官房秘書課）
◇〜ずっと住むなら、やっぱり日本の木〜

「日本の木のいえ情報ナビ」お披露目会の
開催について（林野庁林政部木材産業課）
◇子ども農山漁村交流プロジェクト対策事
業公募結果について（農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇第1回農林水産省新型インフルエンザ対
策本部の開催について（大臣官房食料安全
保障課）
◇農林水産省新型インフルエンザ対策本部
の設置について（大臣官房食料安全保障課）

30日貅◇第2回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（概要）（労使関係問
題特別調査チーム）
◇乾めん類（干しそば）におけるJASマー
クの不正使用に対する刑事告発について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室、関東農政局消費・安全部表示・
規格課）
◇輸入米の販売直前の目視確認等で発見さ
れたカビ状の異物の検査結果について（総
合食料局食糧部消費流通課）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇バイオマスタウン構想の公表（第34回）
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇平成21年度第1回瀬戸内海東部カタクチ
イワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所業務推進部）
◇農林水産知的財産保護コンソーシアム説
明会の開催について（生産局知的財産課）
◇第２回農林水産省新型インフルエンザ対
策本部の開催について（大臣官房食料安全

保障課）
◇「平成20年漁業・養殖業生産統計」の公
表について（大臣官房統計部生産流通消費
統計課）

〈法令〉
４月１日貉◇農商工等連携事業計画の認定等に関する

命令の一部を改正する命令（内閣府・総務
省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省・国土交通省令第１号）を公布（平
成21年４月１日から施行）
◇遊漁船業の適正化に関する法律施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令第20

号）を公布（同日施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第21号）を公布（平成21

年４月１日から施行）
◇農商工等連携支援事業計画書の認定等に
関する省令の一部を改正する省令（農林水
産省・経済産業省令第３号）を公布（平成
21年４月１日から施行）

３日貊◇特定商取引に関する法律施行令の一部を
改正する政令（政令第117号）を公布（特
定商取引に関する法律及び割賦販売法の一
部を改正する法律の施行の日から施行）

７日貂◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第22号）を公布（同
日施行）
◇地方農政局、森林管理局及び沖縄総合事
務局に公共事業に関する事務について主体
的かつ一体的に処理させる場合の事務の取
扱いに関する訓令の一部を改正する訓令

（農林水産省訓令第４号）を公布（平成21

年度予算の成立の日から施行）
13日豺◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す

る命令（内閣府・農林水産省令第２号）を
公布（同日施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
る省令の一部を改正する省令（財務省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省令第１
号）を公布（同日施行）

15日貉◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第23号）を公布（同
日施行）

20日豺◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す
る命令（内閣府・農林水産省令第３号）を
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公布（同日施行）
◇農業信用基金協会の事業報告書、貸借対
照表及び損益計算書並びに計算に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・農林水
産省令第４号）を公布（同日施行）
◇漁業協同組合等の信用事業等に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・農林水
産省令第５号）を公布（同日施行）
◇漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対
照表及び損益計算書並びに計算に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・農林水
産省令第６号）を公布（同日施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第24号）を公布（同
日施行）
◇森林組合法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第25号）を公布（同日施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第26号）を公布（同
日施行）

21日貂◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関
する省令の一部を改正する省令（厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第２号）を公布（同日施行）

24日貊◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第27号）を公布（金
融商品取引法等の一部を改正する法律附則
第１条第３号に掲げる規定の施行の日（平
成21年６月１日）から施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第28号）を公布（金
融商品取引法等の一部を改正する法律（平
成20年法律第65号）附則第１条第３号に掲
げる規定の施行の日（平成21年６月１日）
から施行）
◇米穀の新用途への利用の促進に関する法
律（法律第25号）を公布（公布の日から起
算して６月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律（法律第26号）
を公布（公布の日から起算して１年６月を
超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行）
◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律の一部を改正する法律（法律第27号）

を公布（公布の日から起算して20日を経過
した日から施行）

27日豺◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第29号）
を公布（同日施行）

28日貂◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第４号）
を公布（同日施行）
◇愛がん動物用飼料の成分規格等に関する
省令（農林水産省・環境省令第１号）を公
布（法の施行の日（平成21年６月１日）か
ら施行）

30日貅◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
る省令の一部を改正する省令（財務省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省第２号）
を公布（同日施行）
◇我が国における産業活動の革新等を図る
ための産業活力再生特別措置法等の一部を
改正する法律（法律第29号）を公布（公布
の日から起算して３月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律の一部を改正する法律（法律
第31号）を公布（公布の日から起算して30

日を経過した日から施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行令の一部を改正する政令

（政令第133号）を公布（農林物資の規格化
及び品質表示の適正化に関する法律の一部
を改正する法律（平成21年法律第31号）の
施行の日から施行）
◇産業活力再生特別措置法施行規則の一部
を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・
厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国
土交通省令第２号）（平成21年４月30日か
ら施行）
◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関
する特別措置法第二十四条の二第一項の規
定による業務を行う場合における株式会社
日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の
実施に関し必要な事項を定める省令（財務
省・農林水産省・経済産業省令第２号）を
公布（同日施行）
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５　月

５月１日貊◇「農政改革の検討方向」及び「米政策に
関するシミュレーション結果（第1次）」に
関する説明会の開催について（大臣官房政
策課）
◇米国（テネシー州）からの家きん肉等の
輸入一時停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）
◇近藤農林水産副大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）
◇農林水産省改革の取組状況に関する意
識・意向調査結果について（大臣官房情報
評価課）
◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第11

回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇第4回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）

７日貅◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（トウモロコシ、ダイズ）に
対する意見・情報の募集（消費・安全局農
産安全管理課）
◇オフセット・クレジット（J-VER）全国
説明会の開催について（林野庁森林整備部
研究・保全課）

８日貊◇「アフリカン・フェスタ2009in横浜」へ
の出展について（大臣官房国際部国際協力
課）
◇平成21年度農林水産航空事業の実施計画
について（消費・安全局植物防疫課）
◇第二期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の出
港について（沖合調査）（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇平成21年度獣医事審議会計画部会第1回
ワーキンググループの開催及び一般傍聴に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇第13回農林水産省政策評価会経営局専門
部会の開催について（経営局総務課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第35回）
現地調査の開催について（農村振興局農村
政策部中山間地域振興課中山間整備推進
室）

11日豺◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

◇食品産業事業者等の事業継続計画（簡易
版）の策定及び取組の手引きの作成につい
て（大臣官房食料安全保障課）
◇第8回国連森林フォーラム（UNFF8）結
果概要（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）
◇森林所有者等を対象とする横断的な政策
説明・意見交換会の開催（東京開催）につ
いて（林野庁林政部企画課）
◇平成21年度「田舎で働き隊！」事業＜お
ためしコース＞（農村活性化人材育成派遣
支援モデル事業）の事業実施主体の選定の
結果について（農村振興局農村政策部都市
農村交流課）
◇平成21年度山地災害防止キャンペーンの
実施について（林野庁森林整備部治山課山
地災害対策室）

12日貂◇第6回林業公社の経営対策等に関する検
討会の開催について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇平成20年度森林・林業白書の公表につい
て（林野庁林政部企画課）

13日貉◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部の開催について（消費・安全局動物
衛生課）
◇第7回今後の野菜政策に関する検討会の
概要について（生産局生産流通振興課）
◇第3回肥料高騰に対応した施肥改善等に
関する検討会の開催について（生産局農業
生産支援課）
◇「みつばちの減少に関する緊急調査研究」
の研究課題の公募について（農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室）

14日貅◇農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対
策本部決定事項について（消費・安全局動
物衛生課）
◇シンガポールへの牛肉及び豚肉の輸出解
禁について（消費・安全局動物衛生課国際
衛生対策室）
◇第4回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の開催について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇平成21年度病害虫発生予報第2号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）

15日貊◇第３回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
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査チーム）
◇平成21年度食品表示ウォッチャーの公募
について（消費・安全局表示・規格課食品
表示・規格監視室）
◇容器包装の食品衛生法への適合の確認結
果について（総合食料局食糧部消費流通課）
◇平成21年度第1回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の開催について（生産局生
産流通振興課）
◇「OECD国際共同研究プログラム」説明
会及び成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局国際研究課）
◇第43回食品の表示に関する共同会議の開
催について（消費・安全局表示・規格課、
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査
課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年３月１日〜H21年３月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇漁村活性化のあり方検討委員会（第１回）
の開催について（水産庁漁港漁場整備部防
災漁村課）
◇平成21年度都道府県農林水産政策提案会
の開催について（大臣官房地方課）
◇ニホンウナギの産卵生態調査の実施につ
いて（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立
行政法人水産総合研究センター）
◇水産政策審議会第42回資源管理分科会の
開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇平成20年度水産白書の公表について（水
産庁漁政部企画課）

18日豺◇第８回地球温暖化・森林吸収源対策推進
本部の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇米国（ミネソタ州）からの家きん肉等の
輸入一時停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）
◇オフセット・クレジット（J-VER）制度
における森林管理プロジェクトの申請受付
結果について（林野庁森林整備部研究・保
全課）
◇第８回「森の“聞き書き甲子園”」の実
施について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室、森の“聞き書き甲子園”

実行委員会事務局）
◇第１回農協の新事業像の構築に関する研
究会の開催について（経営局協同組織課）
◇第３回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（概要）（労使関係問
題特別調査チーム）

19日貂◇第１回離島漁業再生支援交付金制度検討
会の開催及び一般傍聴について（水産庁漁
政部企画課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成21年度
第２回畜産部会の開催及び傍聴について

（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇平成21年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」の新規採択課題の
決定について（農林水産技術会議事務局研
究推進課産学連携室）
◇平成20年度「食料・農業・農村白書」「森
林・林業白書」「水産白書」に関する説明
会の開催について（大臣官房情報評価課情
報分析・評価室）
◇平成20年度食料・農業・農村白書の公表
について（大臣官房情報評価課情報分析・
評価室）

20日貉◇第77回国際獣疫事務局（OIE）総会のス
ケジュール及び主な議題について（農林水
産省消費・安全局動物衛生課、厚生労働省
医薬食品局監視安全課）
◇第３回農林水産省政策評価会の開催及び
傍聴について（大臣官房情報評価課情報分
析・評価室）
◇第２回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局生産流通振興
課花き産業振興室）
◇ボーソーハチミツ株式会社及びビー・
シー株式会社における蜂蜜及び蜂蜜加工品
の不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室、
関東農政局表示・規格課）
◇緑茶・塩干魚介類の表示に関する特別調
査の実施結果について（消費・安全局表示・
規格課食品表示・規格監視室）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

21日貅◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
10回）の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
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◇第２回「食料安全保障のための海外投資
促進に関する会議」（幹事会）の開催につ
いて（大臣官房食料安全保障課、大臣官房
国際部国際経済課経済連携チーム）
◇高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チー
ム第４回検討会の開催について（消費・安
全局動物衛生課）
◇平成20年特用林産物の生産量（速報）（林
野庁林政部経営課特用林産対策室）
◇水産政策審議会第42回資源管理分科会の
結果について（水産庁漁政部漁政課）
◇第11回農林水産省政策評価会総合食料局
専門部会の開催及び傍聴について（総合食
料局総務課政策推進室）
◇江藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局農村政策部中山間地域振
興課）

22日貊◇井出農林水産事務次官の国内出張につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課バイオ
マス推進室、農村振興局農村政策部中山間
地域振興課地域資源循環室）
◇国立大学法人広島大学における委託研究
に係る不適正な経理処理に対する措置につ
いて（農林水産技術会議事務局総務課）
◇第40回コーデックス連絡協議会の開催及
び一般傍聴の募集について（厚生労働省医
薬食品局食品安全部企画情報課、農林水産
省消費・安全局国際基準課）
◇消費生活用製品の事故情報の公表につい
て（消費・安全局消費・安全政策課、生産
局農業生産支援課）
◇海洋・沿岸域における水産環境整備のあ
り方検討会（第１回）の開催について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）
◇江藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農林水産省大臣官房地方課、内閣府
沖縄総合事務局農林水産部農政課）
◇「山村再生支援センター」の運営開始に
ついて（林野庁森林整備部計画課）

25日豺◇平成21年度日本海マアジ長期漁況予報
（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産総合研究センター日本海区水産研
究所業務推進部）
◇農林水産業における排出量取引の国内統
合市場の試行的実施等推進検討会第１回技
術分科会の開催について（大臣官房環境バ

イオマス政策課）
◇「世界の食料問題を考えよう」シンポジ
ウムの開催について（参加募集のお知らせ）

（大臣官房国際部国際協力課）
◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結
果の公表について（消費・安全局畜水産安
全管理課）
◇第６回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇フランスからの家きん及び家きん肉等の
輸入一時停止措置の解除について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）

26日貂◇農薬危害防止運動の実施について（消費・
安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年４
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成21年４月の国内産米穀の卸小売価格
の概況（総合食料局食糧部計画課）
◇日・ペルー漁業協議（水産庁資源管理部
国際課）
◇2009年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNII）沿岸域調査（三陸沖鯨類捕獲
調査）の終了について（水産庁資源管理部
遠洋課）
◇バイオガス市町村長懇談会の開催につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課）

27日貉◇森林所有者等を対象とする横断的な政策
説明・意見交換会（全国７ブロック）につ
いて（林野庁林政部林政課）
◇農業分野における情報科学の活用等に係
る研究会（第１回）の開催について（大臣
官房政策課）
◇第４回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局畜水産安全管理課）
◇国際獣疫事務局（OIE）による我が国の
BSEステータス認定等について（農林水産
省消費・安全局動物衛生課、厚生労働省医
薬食品局食品安全部監視安全課）

28日貅◇七五三掛地区現地派遣について（農村振
興局整備部防災課災害対策室）
◇第４回無許可専従問題に関する第三者委
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員会の概要について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇飼料安全法の基準・規格に違反する事例
について（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇第４回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の概要について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇「平成21年度第２回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇第７回林業公社の経営対策等に関する検
討会の開催について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）
◇水産庁漁業調査船照洋丸によるズワイガ
ニ幼生分布調査の実施について（水産庁増
殖推進部漁場資源課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第36回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）

29日貊◇平成19年度都道府県別食料自給率につい
て（大臣官房食料安全保障課）
◇特例社団法人日本農村情報システム協会
に対する業務改善命令の発出について（経
営局構造改善課、総務省情報流通行政局地
域放送課、経済産業省商務情報政策局情報
政策課）
◇「知床世界自然遺産地域管理計画（案）」
に対する意見公募について（お知らせ）（林
野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進
室、林野庁国有林野部経営企画課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年４月１日〜H21年４月30日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇バイオマスタウン構想の公表（第35回）
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇平成20年度分の直轄事業負担金に係る情
報開示について（大臣官房予算課、農村振
興局設計課、林野庁森林整備部治山課、水
産庁計画課）
◇平成21年第２回農林水産省政策評価会林
野庁専門部会の開催及び一般傍聴のお知ら
せについて（林野庁林政部企画課）

◇石破農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局整備部農地資源課、中国四国
農政局中海干拓建設事業所）
◇オフセット・クレジット（J-VER）全国
説明会の追加開催について（林野庁森林整
備部研究・保全課）
◇気候変動枠組条約補助機関会合及び次期
枠組みに関する特別作業部会の開催につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課、林野
庁森林整備部研究・保全課）
◇第5回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（農林水産省改革推進室）
◇国内クレジット制度における農林水産分
野関係の申請案件について（大臣官房環境
バイオマス政策課、生産局農業環境対策課、
林野庁林政部木材利用課）
◇OIEコード改正の決定について（農林水
産省消費・安全局動物衛生課、厚生労働省
医薬食品局食品安全部監視安全課）

〈法令〉
５月１日貊◇漁業災害補償法の一部を改正する法律

（法律第35号）を公布（平成21年10月１日
から施行）
◇社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減
するための厚生年金保険法等の一部を改正
する法律（法律第36号）を公布（平成22年
１月１日から施行）

12日貂◇農業改良助長法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第30号）を公布（同
日施行）

18日豺◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律第十六条第一項の規定により地方農
政局長に委任する権限を定める省令（農林
水産省令第32号）を公布（法の施行の日（平
成21年６月１日）から施行）
◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律施行規則（農林水産省・環境省令第
２号）を公布（法の施行の日（平成21年６
月１日）から施行）
◇愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律に係る民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関す
る法律施行規則（愛がん動物用飼料の安全
性の確保に関する法律の施行の日（平成21

年６月１日）から施行）から施行）
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21日貅◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第33号）を公布（農林物
資の規格化及び品質表示の適正化に関する
法律の一部を改正する法律（平成21年法律
第31号）の施行の日（平成21年５月30日）
から施行）

27日貉◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第34
号）を公布（同日施行）
◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第35号）を公布（平
成21年６月４日から施行）

29日貊◇株式会社日本政策金融公庫法施行規則の
一部を改正する省令（財務省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省第３号）を公布（平
成21年６月１日から施行）
◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省第１号）を公布（金融商品取引法等
の一部を改正する法律（平成20年法律第65

号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行
の日（平成21年６月１日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第36号）を公布（地
方交付税等の一部を改正する法律（平成21

年法律第10号）附則第１条ただし書に規定
する規定の施行日（平成21年６月１日）か
ら施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第37号）を公布（地
方交付税等の一部を改正する法律（平成21

年法律第10号）附則第１条ただし書に規定
する規定の施行日（平成21年６月１日）か
ら施行）

６　月

６月１日豺◇第5回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）
◇6月は「食育月間」です（消費・安全局
消費者情報官）
◇「みつばちの減少に関する緊急調査研究」
の研究課題の決定について（農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室）

◇中山間地域等直接支払制度に関する御意
見の募集について（農村振興局農村政策部
中山間地域振興課中山間整備推進室）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
10回）の資料について（大臣官房政策課）

２日貂◇「平成21年産うんしゅうみかん及びりん
ご適正生産出荷見通し」について（生産局
生産流通振興課）
◇英国金融サービス庁（FSA）との情報
交換取り極めの締結について（総合食料局
商品取引監理官）
◇全国有機農業推進委員会（第4回）の開
催について（生産局農業環境対策課）
◇農林物資規格調査会部会（平成21年度第
1回）の開催及び傍聴について（消費・安
全局表示・規格課）
◇第13回バイオマス・ニッポン総合戦略推
進アドバイザリーグループ会合の開催につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）

３日貉◇アジア森林パートナーシップ（AFP）
第８回会合の結果概要について（林野庁森
林整備部計画課海外林業協力室）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会地
球環境小委員会林政審議会施策部会地球環
境小委員会水産政策審議会企画部会地球環
境小委員会第11回合同会議の開催について

（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇第１回スギ等の国産材型枠用合板技術検
討委員会の開催について（林野庁林政部木
材産業課）
◇組換えDNA技術応用飼料の確認申請案
件についての意見・情報の募集結果につい
て（消費・安全局畜水産安全管理課）

４日貅◇平成21年度バイオ燃料地域利用モデル実
証事業（バイオディーゼル燃料事業）の事
業実施地区決定について（大臣官房環境バ
イオマス政策課バイオマス推進室、農村振
興局農村政策部中山間地域振興課地域資源
循環室）
◇「我が国における農薬登録制度上の課題
と対応方針（案）」に対するご意見・情報
の募集（消費・安全局農産安全管理課農薬
対策室）

５日貊◇第２回離島漁業再生支援交付金制度検討
会の開催及び一般傍聴について（水産庁漁
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政部企画課）
◇離島漁業再生支援交付金制度に関する御
意見の募集について（水産庁漁政部企画課）
◇漁村活性化のあり方検討委員会（第２回）
の開催について（水産庁漁港漁場整備部防
災漁村課）
◇「『農』の雇用事業」の募集を開始しま
す（経営局人材育成課、全国農業会議所全
国新規就業相談センター）
◇平成21年度水資源機構営豊川用水二期事
業再評価第三者委員会（第１回）の開催に
ついて（農村振興局整備部水資源課）
◇米国産さくらんぼの輸入植物検疫におけ
る新しい技術的方法の追加について（消費・
安全局植物防疫課）
◇平成21年度第１回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の概要等について（生産局
生産流通振興課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会第
１回現地調査について（大臣官房政策課）
◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）年
次会合の開催について（水産庁資源管理部
国際課）
◇第７回産学官連携功労者表彰〜「安全な
エビ（バナメイ）の生産システム・プラン
トの開発」〜の決定について（農林水産技
術会議事務局先端産業技術研究課）
◇平成20年度チーズの国内需給について

（生産局畜産部牛乳乳製品課）
◇石破農林水産大臣の国内出張について

（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）

８日豺◇第12回日韓漁業共同委員会第２回課長級
協議の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「プラムポックスウイルス（仮称）の防
除に関する緊急調査研究」の研究課題の公
募について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室）
◇日・ペルー漁業協議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇第５回国営造成施設の管理体制に係る検
討委員会の開催について（農村振興局整備
部水資源課施設保全管理室）
◇平成21年度養豚問題懇談会（第１回）の
開催について（生産局畜産部畜産振興課、

生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇第２回日中ハイレベル経済対話等の結果
概要について（大臣官房国際部国際経済課
経済連携チーム）

９日貂◇「農林漁業等向け融資の貸出条件緩和が
円滑に行われるための措置」に基づく貸出
条件緩和の状況について（平成20年７〜９
月期・10月〜 12月期・21年１月〜３月期）

（経営局金融調整課、水産庁漁政部水産経
営課）

10日貉◇平成21年度獣医事審議会計画部会第2回
ワーキンググループの開催及び一般傍聴に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第37回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）
◇「農業用水緊急節水対策本部」の設置に
ついて（農村振興局整備部水資源課）

11日貅◇平成21年第２回農林水産省政策評価会林
野庁専門部会の概要について（林野庁林政
部企画課）
◇平成21年度木材利用促進及び木材需給会
議第１回予測部会の開催及び傍聴について

（林野庁林政部木材利用課）
◇第４回肥料高騰に対応した施肥改善等に
関する検討会の開催について（生産局農業
生産支援課）
◇新たな労使関係構築検討会議幹事会（第
２回）の開催について（大臣官房秘書課）
◇第８回及び第９回林業公社の経営対策等
に関する検討会の開催について（林野庁森
林整備部整備課造林間伐対策室）
◇平成21年度病害虫発生予報第３号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇第７回林業公社の経営対策等に関する検
討会の概要について（林野庁森林整備部整
備課造林間伐対策室）

12日貊◇第５回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇第１回食品企業の商品情報の開示のあり
方検討会の開催について（消費・安全局表
示・規格課）
◇平成21年度森林総合研究所事業下北中央
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区域事後評価第三者委員会（第１回）の開
催について（農村振興局整備部農地資源課）
◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（イネ、ダイズ、トウモロコ
シ）に対する意見・情報の募集（パブリッ
クコメント）について（消費・安全局農産
安全管理課）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について（コロンビ
ア産マンゴウの生果実及びベトナム産ドラ
ゴンフルーツの生果実の輸入解禁）（消費・
安全局植物防疫課）
◇第１回ミツバチの不足問題に関する有識
者会議の開催について（生産局生産流通振
興課、生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）

13日貍◇全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）年
次会合の結果について（水産庁資源管理部
国際課）

15日豺◇気候変動枠組条約次期枠組みに関する特
別作業部会及び補助機関会合の開催結果に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課、
林野庁森林整備部研究・保全課、林野庁森
林整備部計画課）
◇山形県鶴岡市七五三掛地区における直轄
災害関連緊急事業等の実施について（農村
振興局整備部防災課）
◇第５回無許可専従問題に関する第三者委
員会の概要について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇平成21年度カツオ長期来遊資源動向予測

（６月〜11月）（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター遠
洋水産研究所温帯性まぐろ資源部）
◇日本水産株式会社における調理冷凍食品
の不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇第12回日韓漁業共同委員会第２回課長級
協議の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇平成21年度「田園自然再生活動コンクー
ル」の募集開始について（農村振興局農村
政策部農村環境課農村環境対策室）

16日貂◇北朝鮮への全面輸出禁止措置等の実施に
ついて（大臣官房国際部国際経済課貿易関
税チーム）
◇平成20砂糖年度甘味に関する協議会（第

４回需給見通し）の開催について（生産局
生産流通振興課）
◇第１回スギ等の国産材型枠用合板技術検
討委員会の概要について（林野庁林政部木
材産業課）
◇平成21年度水資源機構営豊川用水二期事
業再評価第三者委員会（第1回）議事概要
について（農村振興局整備部水資源課）
◇「農業経営の再生等に関する相談窓口」
の開設について（経営局金融調整課）
◇農林水産知的財産保護コンソーシアム設
立総会の開催について（生産局知的財産課）

17日貉◇第１回農業分野における情報科学の活用
等に係る研究会の概要について（大臣官房
政策課政策研究推進・技術調整）
◇モントリオール・プロセス第20回総会の
概要について（林野庁森林整備部計画課海
外林業協力室）
◇第44回食品の表示に関する共同会議の開
催について（消費・安全局表示・規格課、
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査
課）

18日貅◇平成21年度養鶏問題懇談会（第１回）の
開催について（生産局畜産部食肉鶏卵課食
肉需給対策室）
◇食料・農業・農村政策審議会平成21年度
第3回畜産部会の開催について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第7回プリオン病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第12

回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）

19日貊◇第３回離島漁業再生支援交付金制度検討
会の開催及び一般傍聴について（水産庁漁
政部企画課）
◇農政改革特命チーム第12回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇農業分野における情報科学の活用等に係
る研究会（第2回）の開催について（大臣
官房政策課）
◇第３回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局生産流通振興
課花き産業振興室）
◇第20回国産大豆協議会の開催について
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（生産局生産流通振興課）
◇平成21年度ソフトセルロース利活用技術
確立事業の事業実施地区決定について（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室、農村振興局農村政策部中山間地域振
興課地域資源循環室）
◇第５回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の開催について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇平成21年度における独立行政法人森林総
合研究所の第１回水源林造成事業評価委員
会の開催について（林野庁森林整備部整備
課）
◇第２回海洋立国推進功労者表彰の受賞者
決定について（水産庁漁政部企画課）
◇石田農林水産副大臣の国内出張について

（農村振興局整備部農村整備官）
◇国際捕鯨委員会（IWC）第61回年次会
合について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇国内クレジット制度における農林水産分
野関係の申請案件について（大臣官房環境
バイオマス政策課、林野庁林政部木材利用
課）
◇株式会社日高食品におけるフグ加工品等
の不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇輸入米のカビ状異物の確認・カビ毒検査
の手順の変更について（総合食料局食糧部
消費流通課）
◇農林物資規格調査会総会（平成21年度第
１回）の開催及び傍聴について（消費・安
全局表示・規格課）
◇第２回農協の新事業像の構築に関する研
究会の開催について（経営局協同組織課）

22日豺◇農地制度改革全国説明会の開催について
（経営局構造改善課）
◇平成21年度森林総合研究所事業南丹区域
再評価第三者委員会（第１回）の開催につ
いて（農村振興局整備部農地資源課）
◇平成20砂糖年度７月－９月における砂糖
及び異性化糖の需給見通し（生産局生産流
通振興課）
◇石破農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）
◇平成21年度全国有機農業モデルタウン会
議の開催について（生産局農業環境対策課）

23日貂◇農林水産省国産農林水産物・食品輸出促
進本部の開催について（大臣官房国際部国
際経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（総合食料局商品取引監理官、経済産
業省商務情報政策局商務課）
◇＜COP10パートナーシップ事業＞農林
水産省生物多様性戦略検討会（第13回）の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課、東海農政局企画調整室）
◇第40回コーデックス連絡協議会の概要

（平成21年６月24日修正）（厚生労働省食品
安全部企画情報課国際食品室、農林水産省
消費・安全局国際基準課）

24日貉◇第6回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
11回）の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
◇平成21年度第２回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の開催について（生産局生
産流通振興課）
◇農林水産物等輸出促進全国協議会総会の
開催について（大臣官房国際部国際経済課
貿易関税チーム輸出促進室）
◇農林水産省国産農林水産物・食品輸出促
進本部の結果概要について（大臣官房国際
部国際経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇「第４回日本食海外普及功労者表彰事業」
農林水産大臣賞受賞者の決定について（大
臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム輸
出促進室）
◇農林物資規格調査会部会（平成21年度第
１回）の審議の概要について（消費・安全
局表示・規格課）
◇第13回地域水産加工技術セミナーの開催
について（水産庁増殖推進部研究指導課、
独立行政法人水産総合研究センター）
◇海洋・沿岸域における水産環境整備のあ
り方検討会（第２回）の開催について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）
◇ 第2回 ま ぐ ろ 類 地 域 漁 業 管 理 機 関

（RFMO）合同会合の開催について（水産
庁資源管理部国際課）

25日貅◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
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（経営局構造改善課）
◇第６回無許可専従問題に関する第三者委
員会の概要について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇第１回学校の木造設計を考える研究会の
開催について（林野庁林政部木材利用課）
◇平成21年度森林総合研究所事業下北中央
区域事後評価第三者委員会（第１回）の議
事概要について（農村振興局整備部農地資
源課）

26日貊◇体細胞クローン技術の取扱いに係る対応
方針について（技術会議事務局研究開発官
室（食の安全、基礎・基盤グループ）、生
産局畜産部畜産振興課、大臣官房政策課）
◇第６回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（農林水産省改革推進室）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年５
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成21年５月の国内産米穀の卸小売価格
の概況（総合食料局食糧部計画課）
◇水産物加工品の食品表示の適正化につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）
◇日本製粉株式会社における調理冷凍食品
の不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇日本ハム株式会社における魚肉ソーセー
ジの不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇第61回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合
の結果について（水産庁資源管理部遠洋課）

29日豺◇我が国の国際再生可能エネルギー機関
（IRENA）憲章への署名について（大臣官
房環境バイオマス政策課）
◇「主要木材の短期需給見通し（平成21年
第３四半期及び第４四半期）」について（林
野庁林政部木材利用課）
◇農林水産物等輸出促進全国協議会総会の
概要について（大臣官房国際部国際経済課
貿易関税チーム輸出促進室）
◇でん粉に関する協議会の開催について

（生産局生産流通振興課）
◇第４回農林水産省政策評価会の開催及び
傍聴について（大臣官房情報評価課情報分
析・評価室）

◇飼料安全法に基づく収去飼料等の試験結
果の公表について（消費・安全局畜水産安
全管理課）
◇大型クラゲについて（６月25日現在）（水
産庁増殖推進部漁場資源課）
◇スペインからの家きん肉等の輸入一時停
止措置について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）
◇海面における漁業権の優先順位に関する
実態調査の結果の公表について（水産庁資
源管理部沿岸沖合課）

30日貂◇ウナギの産卵生態調査の結果について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産総合研究センター）
◇第６回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）
◇日中民間緑化協力委員会第10回会合の開
催について（林野庁森林整備部計画課海外
林業協力室）
◇「プラムポックスウイルス（仮称）の防
除に関する緊急調査研究」の研究課題の決
定について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年５月１日〜H21年５月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、
基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振興課
畜産技術室）
◇平成21年度「農業技術の匠」の募集につ
いて（生産局技術普及課）
◇「林業公社の経営対策等に関する検討会」
報告書の公表について（森林整備部整備課
造林間伐対策室）
◇第８回及び第９回林業公社の経営対策等
に関する検討会の概要について（林野庁森
林整備部整備課造林間伐対策室）
◇平成21年度「田舎で働き隊！」事業＜お
ためしコース＞（農村活性化人材育成派遣
支援モデル事業）の事業実施主体の選定の
結果について（第１号補正予算）（農村振
興局農村政策部都市農村交流課）
◇新型インフルエンザ対応事業継続計画策
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定推進地方説明会のご案内（大臣官房食料
安全保障課）
◇山形県鶴岡市七五三掛（しめかけ）地区
における「直轄地すべり対策災害関連緊急
事業」の実施（事業費追加）について（農
村振興局整備部防災課）

〈法令〉
６月３日貉◇対内直接投資等に関する政令（政令第

146号）を公布（平成21年６月23日から施行）
◇対内直接投資等に関する命令の一部を改
正する命令（内閣府・総務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済
産業省・国土交通省・環境省令第１号）（平
成21年６月23日から施行）
◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第38号）を公布（平成21

年６月４日から施行）
５日貊◇消費者庁及び消費者委員会設置法の施行

に伴う関係法律の整備に関する法律（法律
第49号）を公布（消費者庁及び消費者委員
会設置法（平成21年法律第48号）の施行の
日から施行）

12日貊◇バイオマス活用推進基本法（法律第52号）
を公布（公布の日から３月を経過した日か
ら施行）
◇我が国における産業活動の革新等を図る
ための産業活力再生特別措置法等の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令（政
令第154号）を公布（同日施行）
◇我が国における産業活動の革新等を図る
ための産業活力再生特別措置法等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備
等及び経過措置に関する政令（政令第155

号）を公布（我が国における産業活動の革
新等を図るための産業活力再生特別措置法
等の一部を改正する法律の施行の日（平成
21年６月22日）から施行）

19日貊◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法
の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令（政令第161号）を公布（同日施行）

22日豺◇産業活力再生特別措置法施行規則を廃止
する命令（内閣府・総務省・財務省・厚生
労働省・農林水産省・経済産業省・国土交
通省令第３号）を公布（我が国における産
業活動の革新等を図るための産業活力再生

特別措置法等の一部を改正する法律の施行
の日（平成21年６月22日）から施行）
◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関
する特別措置法施行規則（内閣府・総務省・
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産
業省・国土交通省・環境省令第１号）（我
が国における産業活動の革新等を図るため
の産業活力再生特別措置法等の一部を改正
する法律（平成21年法律第29号）の施行の
日（平成21年６月22日）から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第７号）（我
が国における産業活動の革新等を図るため
の産業活力再生特別措置法等の一部を改正
する法律の施行の日（平成21年６月22日）
から施行）
◇技術研究組合法に係る民間事業者等が行
う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律施行規則（総務省・財務
省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）

（我が国における産業活動の革新等を図る
ための産業活力再生特別措置法等の一部を
改正する法律（平成21年法律第29号）の施
行の日（平成21年６月22日）から施行）
◇技術研究組合法施行規則（総務省・財務
省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省令第２号）

（我が国における産業活動の革新等を図る
ための産業活力再生特別措置法等の一部を
改正する法律（平成21年法律第29号）の施
行の日（平成21年６月22日）から施行）
◇鉱工業技術研究組合法に係る民間事業者
等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する法律施行規則及び鉱工
業技術研究組合法施行規則を廃止する政令

（財務省・文部科学省・厚生労働省・農林
水産省・経済産業省・国土交通省令第１号）

（我が国における産業活動の革新等を図る
ための産業活力再生特別措置法等の一部を
改正する法律（平成21年法律第29号）の施
行の日（平成21年６月22日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第39号）（我が国に
おける産業活動の革新等を図るための産業
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活力再生特別措置法等の一部を改正する法
律の施行の日（平成21年６月22日）から施
行）

23日貂◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第40号）（同日施行）
◇温室効果ガス算定排出量の報告等に関す
る命令（内閣府・総務省・法務省・外務省・
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省・環境省・
防衛省令第１号）を公布（同日施行）

24日貉◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一
部を改正する法律（法律第56号）を公布（同
日施行）
◇農地法等の一部を改正する法律（法律第
57号）を公布（公布の日から起算して６月
を超えない範囲内において政令で定める日
から施行）
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律

（法律第58号）を公布（公布の日から起算
して１年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行）

26日貊◇米穀の新用途への利用の促進に関する法
律の施行期日を定める政令（政令第172号）
を公布（同日施行）
◇米穀の新用途への利用の促進に関する法
律施行令（政令第173号）を公布（法の施
行の日（平成21年７月１日）から施行）

30日貂◇米穀の新用途への利用の促進に関する法
律施行規則（農林水産省令第41号）（法の
施行の日（平成21年７月１日）から施行）

７　月

７月１日貉◇平成21年度第２回瀬戸内海東部カタクチ
イワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター
瀬戸内海区水産研究所業務推進部）
◇大型クラゲの出現・予測について（水産
庁増殖推進部漁場資源課）
◇森林分野における国際情勢説明会のご案
内（林野庁森林整備部計画課海外林業協力
室）
◇第8回農薬登録制度に関する懇談会の開
催及び傍聴について（消費・安全局農産安
全管理課農薬対策室）

◇「アグリビジネス創出フェア2009」の出
展者募集のお知らせ（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）
◇平成21年度における（独）森林総合研究
所の第１回水源林造成事業評価委員会の議
事概要及び水源林造成事業評価委員会の地
元等意見聴取の実施について（林野庁森林
整備部治山課）
◇平成21年度第１回林政審議会施策部会の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
企画課）
◇海岸漂着危険物対応ガイドライン及び海
岸漂着危険物ハンドブックの作成について

（農林水産省農村振興局整備部防災課、水
産庁漁港漁場整備部防災漁村課、国土交通
省河川局海岸室、国土交通省港湾局海岸・
防災課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第38回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）
◇メバチ混獲回避技術観察調査の実施につ
いて（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立
行政法人水産総合研究センター）

２日貅◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
11回）の資料について（大臣官房政策課）
◇第７回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇『「世界の食料問題を考えよう」シンポ
ジウム』の開催結果について（大臣官房国
際部国際協力課）
◇平成21年度森林総合研究所事業南丹区域
再評価第三者委員会（第１回）の議事概要
について（農村振興局整備部農地資源課）
◇大型クラゲの出現について（水産庁増殖
推進部漁場資源課、独立行政法人水産総合
研究センター）

３日貊◇第７回無許可専従問題に関する第三者委
員会の概要について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇平成21年度第２回日本海海況予報（水産
庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水
産総合研究センター日本海区水産研究所業
務推進部）
◇国立大学法人岡山大学における委託研究
に係る不適正な経理処理に対する措置につ
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いて（農林水産技術会議事務局総務課）
◇オフセット・クレジット（J-VER）制度
における森林管理プロジェクトの登録につ
いて（林野庁森林整備部研究・保全課）
◇「地域ぐるみの農商工連携の促進に向け
て」〜農商工連携研究会報告書の発表につ
いて〜（総合食料局食品産業企画課、経済
産業省地域経済産業グループ地域経済産業
政策課）
◇「集落営農組織の設立等が地域農業、農
地利用集積等に与える影響に関する分析」
研究成果の公表について（農林水産政策研
究所）
◇第５回森林における生物多様性保全の推
進方策検討会の概要について（林野庁森林
整備部研究・保全課）
◇栃木県農業共済組合連合会に対する監督
上必要な命令の発出について（経営局保険
課、経営局保険監理官）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇樺澤清司における有機JASマークの不適
正表示に対する措置について（消費・安全
局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇登録認定機関である特定非営利活動法人
有機農業推進協会に対する認定に関する業
務の改善及び停止命令について（消費・安
全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇松浦裕司に対する不適正表示に対する措
置について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）
◇漁村活性化のあり方検討委員会（第３回）
の開催について（水産庁漁港漁場整備部防
災漁村課）
◇「田んぼの生きもの調査2009」参加者募
集について（農村振興局整備部設計課計画
調整室）
◇平成21年産水稲の作柄表示地帯別10a当
たり平年収量について（大臣官房統計部生
産流通消費統計課）
◇農政改革特命チーム第13回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇普及指導員（普及指導センター）からの
支援に関する意識・意向調査結果について

（大臣官房情報評価課）

◇石破農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房政策課）

４日貍◇第２回まぐろ類地域漁業管理機関合同会
合の結果について（水産庁資源管理部国際
課）

６日豺◇クールアース・デーを契機とした地産地
消の取組について（生産局技術普及課）
◇「農林水産省の政策決定プロセスの改善
策（仮称）」（素案）等に対する意見募集に
ついて（大臣官房政策課）

７日貂◇第４回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局生産流通振興
課花き産業振興室）
◇米政策・水田農業政策に関するアンケー
ト調査の結果公表について（総合食料局食
糧部計画課）
◇コスタリカの牛肉（牛タン）混載事例に
関するコスタリカ政府の調査報告書の提出
について（消費・安全局動物衛生課）

８日貉◇第４回離島漁業再生支援交付金制度検討
会の開催及び一般傍聴について（水産庁漁
政部企画課）
◇江藤農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局技術普及課）
◇日中民間緑化協力委員会第10回会合の結
果概要について（林野庁森林整備部計画課
海外林業協力室）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会第
2回現地調査について（農林水産省大臣官
房政策課、中国四国農政局企画調整室）
◇平成21年度上期の関税割当公表（第2次）
について（大臣官房国際部国際経済課貿易
関税チーム）

９日貅◇新たな労使関係構築検討会議幹事会（第
３回）の開催について（大臣官房秘書課）
◇平成21年度病害虫発生予報第4号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）

10日貊◇平成20年木材需給表（用材部門）の概要
（平成20年１月〜 12月：丸太換算）（林野
庁林政部企画課）
◇子どもからの未来の農業の姿のアイデア
募集について（大臣官房政策課）
◇遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の
承認申請案件（カーネーション、ダイズ）
に対する意見・情報の募集（パブリックコ
メント）について（消費・安全局農産安全
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管理課）
◇平成21年度第２回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の概要等について（生産局
生産流通振興課）
◇農林水産省政策評価結果（平成20年度に
実施した政策の評価結果）について（大臣
官房情報評価課情報分析・評価室）
◇第１回学校の木造設計等を考える研究会
の概要について（林野庁林政部木材利用課）
◇そば加工品の表示に関する特別調査の実
施について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）
◇中山間地域等総合対策検討会（第39回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）
◇平成21年度第１回農林水産省政策評価会
水産庁専門部会の開催について（水産庁漁
政部漁政課）
◇リーフレットの作成について（いぐさ「ひ
のみどり」の輸入は違法行為です！！）（生
産局知的財産課）
◇「漁業就業相談会（漁業就業支援フェア
2009）」の開催について（水産庁漁政部企
画課）

13日豺◇水産政策審議会の委員及び特別委員の改
選について（水産庁漁政部漁政課）
◇農政改革特命チーム第14回会合の開催に
ついて（大臣官房政策課）
◇平成21年度第１回自然再生専門家会議の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課）
◇第５回「美の里（びのさと）づくりコン
クール」応募受付の御案内（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）
◇農林物資規格調査会総会（平成21年度第
１回）の審議の概要について（消費・安全
局表示・規格課）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

14日貂◇第８回無許可専従問題に関する第三者委
員会の開催について（労使関係問題特別調
査チーム）
◇肥料高騰に対応した施肥改善等に関する
検討会「中間取りまとめ報告書」について

（生産局農業環境対策課）
◇中山間地域等直接支払制度等検討プロ

ジェクトチーム（第２回）の開催について
（農村振興局農村政策部中山間地域振興課）
◇G ８ラクイラ・サミットの結果概要（大
臣官房国際部国際経済課WTO等交渉チー
ム）

15日貉◇大型クラゲ関連情報について（平成21年
度第４報）（水産庁増殖推進部漁場資源課、
全国漁業協同組合連合会燃油高騰等対策
室、独立行政法人水産総合研究センター研
究推進部、社団法人漁業情報サービスセン
ター業務一課）
◇新たな労使関係構築検討会議（第２回）
の開催について（大臣官房秘書課）
◇平成21年度水資源機構営豊川用水二期事
業再評価第三者委員会（第２回）の開催に
ついて（農村振興局整備部水資源課）
◇平成21年度森林総合研究所事業下北中央
区域事後評価第三者委員会（第２回）の開
催について（農村振興局整備部農地資源課）
◇平成21年度森林総合研究所事業南丹区域
再評価第三者委員会（第２回）の開催につ
いて（農村振興局整備部農地資源課）
◇袋詰精米等における平成20年産の特別調
査結果について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇農業分野における情報科学の活用等に係
る研究会（第３回及び第４回）の開催につ
いて（大臣官房政策課）
◇第５回農地・水・環境保全向上対策第三
者委員会の開催について（農村振興局整備
部農地資源課農地・水・環境保全対策室）
◇第８回無許可専従問題に関する第三者委
員会の概要について（労使関係問題特別調
査チーム）

16日貅◇近藤農林水産副大臣の国内出張について
（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室、農村振興局農村政策部中山間地
域振興課地域資源循環室）
◇第２回スギ等の国産材型枠用合板技術検
討委員会の開催について（林野庁林政部木
材産業課）
◇国内クレジット制度における農林水産分
野関係初の国内クレジット認証案件及び新
たな申請案件について（大臣官房環境バイ
オマス政策課、生産局農業環境対策課、林
野庁林政部木材利用課）
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◇漁村活性化のあり方検討委員会の中間取
りまとめについて（水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課）

17日貊◇商品取引員に対する行政処分について
（総合食料局商品取引監理官、経済産業省
商務情報政策局商務課）
◇日・ミクロネシア漁業協議の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇「世界自然遺産候補地小笠原諸島管理計
画（案）」に対する意見公募について（お
知らせ）（林野庁森林整備部研究・保全課
森林保全推進室、国有林野部経営企画課）
◇平成21年度第１回太平洋スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター北海道
区水産研究所業務推進部）
◇農産物検査の結果及び今後の公表予定に
ついて（総合食料局食糧部消費流通課流通
加工対策室）
◇第２回食品企業の商品情報の開示のあり
方検討会の開催について（消費・安全局表
示・規格課）
◇農林水産省所管の特例民法法人の検査の
充実・強化について（大臣官房文書課、経
営局構造改善課）
◇「遺伝子組換え農作物に関するコミュニ
ケーション（新潟）」の開催についてのお
知らせ（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室）
◇第３回農協の新事業像の構築に関する研
究会の開催について（経営局協同組織課）
◇普通肥料の検査結果の公表について（消
費・安全局農産安全管理課）
◇平成21年度第１回林政審議会施策部会の
概要について（林野庁林政部企画課）

18日貍◇無許可専従等の法令違反行為に対する処
分等・国家公務員法第104条（許可を受け
ずに、報酬を得て兼業を行う）に関する調
査結果を踏まえた措置等について（大臣官
房秘書課）

21日貂◇APEC農業大臣会合の開催について（大
臣官房国際部国際経済課経済連携チーム）
◇はくさいの緊急需給調整の実施について

（生産局生産流通振興課）
◇米国産牛肉（牛舌）の混載事例に関する
米国農務省の調査報告書の提出について

（厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安
全課、農林水産省消費・安全局動物衛生課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの清浄化について（消費・安全局動物衛
生課）
◇日豪EPA交渉第9回会合の開催について

（大臣官房国際部国際経済課経済連携チー
ム）

22日貉◇平成21年度獣医事審議会計画部会第３回
ワーキンググループの開催及び一般傍聴に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇平成21年度第2回日本海スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター日本海
区水産研究所業務推進部）
◇米国産牛肉の混載事例について（厚生労
働省医薬食品局食品安全部監視安全課、農
林水産省消費・安全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第9回牛豚等疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策
室）
◇農林漁業の雇用決定者数について（農村
振興局農村政策部農村計画課）
◇大型クラゲ関連情報について（平成21年
度第5報）（水産庁増殖推進部漁場資源課、
全国漁業協同組合連合会燃油高騰等対策
室、独立行政法人水産総合研究センター研
究推進部、社団法人漁業情報サービスセン
ター業務一課）

23日貅◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について

（林野庁森林整備部整備課）
◇「マルシェ・ジャポン・プロジェクト」
の追加公募に係る事業説明会の開催につい
て（総合食料局総務課政策推進室）
◇「森林分野における国際情勢説明会」の
概要について（林野庁森林整備部計画課海
外林業協力室）
◇平成21年７月21日からの山口県における
大雨災害による被害農林漁業者等に対する
資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等
について（経営局経営政策課災害総合対策
室、水産庁水産経営課）
◇森林における生物多様性の保全及び持続
可能な利用の推進方策について（林野庁森
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林整備部研究・保全課）
◇平成21年度病害虫発生予報第5号（水稲
特集号）の発表について（消費・安全局植
物防疫課）
◇海洋・沿岸域における水産環境整備のあ
り方検討会（第３回）の開催について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）

24日貊◇食料・農業・農村政策審議会食糧部会の
開催及び傍聴について（総合食料局食糧部
計画課）
◇地域資源利用型産業創出緊急対策事業の
うち、太陽光パネル緊急導入事業の公募開
始について（大臣官房環境バイオマス政策
課バイオマス推進室）
◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第14

回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇第１回農業生産工程管理（GAP）の共
通の基盤づくりに関する検討会の開催につ
いて（生産局技術普及課）
◇第１回農山漁村IT活用総合化プロジェ
クト推進連絡会議の開催について（大臣官
房情報評価課）
◇食料・農業・農村政策審議会平成21年度
第４回畜産部会の開催について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇平成21年度における独立行政法人森林総
合研究所の第２回水源林造成事業評価委員
会の開催について（森林整備部整備課）
◇中山間地域等総合対策検討会（第40回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）

27日豺◇平成21年７月24日からの福岡県における
大雨災害による被害農林漁業者等に対する
資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等
について（経営局経営政策課災害総合対策
室、水産庁水産経営課）
◇離島漁業再生支援交付金制度検討会の中
間取りまとめについて（水産庁漁政部企画
課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
12回）の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
◇平成21年度水資源機構営豊川用水二期事
業再評価第三者委員会（第２回）議事概要
について（農村振興局整備部水資源課）

◇第７回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（農林水産省改革推進室）
◇平成21年６月の国内産米穀の卸小売価格
の概況（総合食料局食糧部計画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年６
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇第４回「食料安全保障のための海外投資
促進に関する会議」の開催について（大臣
官房食料安全保障課、大臣官房国際部国際
経済課経済連携チーム）
◇英国からの家きんの輸入一時停止措置の
一部解除について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）

28日貂◇第１回農林水産省法令遵守委員会の開催
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇第２回スギ等の国産材型枠用合板技術検
討委員会の概要について（林野庁林政部木
材産業課）
◇マカオへの牛肉の輸出解禁について（厚
生労働省医薬食品局食品安全部監視安全
課、農林水産省消費・安全局動物衛生課国
際衛生対策室）
◇さとうきび増産プロジェクト会議の開催
について（生産局生産流通振興課）
◇第二期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の入
港について（沖合調査）（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇日照不足、低温及び大雨に対する農作物
の技術指導について（生産局農業生産支援
課、生産局畜産部畜産振興課、生産局生産
流通振興課、消費・安全局植物防疫課）
◇第5回緊急雇用・経済対策実施本部会合
における配布資料について（大臣官房政策
課）

29日貉◇第１回農林水産省法令遵守委員会の概要
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇農林水産業における排出量取引の国内統
合市場の試行的実施等推進検討会第２回合
同会合の開催について（大臣官房環境バイ
オマス政策課）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の概要について

（林野庁森林整備部整備課）
◇平成21年度第１回太平洋イワシ・アジ・
サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部
漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
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ンター中央水産研究所業務推進部）
◇平成21年度森林総合研究所事業南丹区域
再評価第三者委員会（第２回）の議事概要
について（農村振興局整備部農地資源課）
◇平成21年度森林総合研究所事業下北中央
区域事後評価第三者委員会（第２回）の議
事概要について（農村振興局整備部農地資
源課）
◇日・ミクロネシア漁業協議の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇第７回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）
◇カナダからの家きん及び家きん肉等の輸
入停止措置の解除について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）
◇「農林水産省の政策決定プロセスの改善
策（仮称）」（素案）に関する国民からの意
見募集の結果について（大臣官房政策課）
◇平成20年度生鮮食品及び加工食品の品質
表示実施状況調査等の結果について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

30日貅◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（総合食料局商品取引監理官、経済産
業省商務情報政策局商務課）
◇「農の雇用事業」実施農業法人等の決定
について（経営局人材育成課、全国農業会
議所・全国新規就農相談センター）
◇「平成21年産水稲の西南暖地における早
期栽培等の作柄概況（７月15日現在）」に
ついて（大臣官房統計部生産流通消費統計
課）

31日貊◇漁業の担い手の確保・育成に関する意識・
意向調査結果について（大臣官房情報評価
課）
◇北太平洋海域における公海漁業管理に関
する第７回多国間協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第34回家きん疾病小委員会及び第５回高
病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム検
討会の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年６月１日〜H21年６月30日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、

生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇バイオマスタウン構想の公表（第36回）
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇埼玉養蜂株式会社におけるはちみつの不
適正表示に対する措置について（消費・安
全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇米穀の需給及び価格の安定に関する基本
指針の公表について（総合食料局食糧部計
画課）
◇水産政策審議会総会及び同各分科会・部
会の開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇食農連携コーディネーターバンクの創設
及び今後の農商工連携の取組について（総
合食料局食品産業企画課）

〈法令〉
７月２日貅◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第42号）
を公布（同日施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第２
号）（金融商品取引業等に関する内閣府令
の一部を改正する内閣府令（平成21年内閣
府令第40号）の施行の日から施行）

７日貂◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第43号）を公布（同
日施行）
◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第44

号）を公布（同日施行）
10日貊◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の

規制に関する法律の一部を改正する法律
（法律第74号）を公布（公布の日から起算
して１年６月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行）

15日貉◇美しく豊かな自然を保護するための海岸
における良好な景観及び環境の保全に係る
海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

（法律第82号）を公布（同日施行）
16日貅◇農林水産省の所管する法令に係る民間事

業者等が行う書面の保存等における情報通
信の技術の利用に関する法律施行規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第45号）
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を公布（同日施行）
17日貊◇経済連携協定に基づく特定原産地証明書

の発給等に関する法律の一部を改正する法
律（法律第84号）を公布（日本国とスイス
連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携
に関する協定の効力発生の日から施行）

21日貂◇イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの
緊急防除に関する省令（もう林水産省令第
46号）を公布（平成21年８月20日から施行）

22日貉◇育成者権を侵害する物品に該当するか否
かの認定手続に係る農林水産大臣の意見聴
取に関する省令の一部を改正する省令（農
林水産省令第47号）を公布（同日施行）
◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令の一部を改正する省令（農林水産省令第
48号）を公布（平成21年８月１日から施行）

29日貉◇関税法施行令等の一部を改正する政令
（政令第192号）を公布（日本国とスイス連
邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に
関する協定の効力発生の日から施行）

８　月

８月３日豺◇肥料原料安定確保戦略会議の開催につい
て（生産局農業生産支援課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
12回）の資料について（大臣官房政策課）
◇「環境にやさしい病害虫の防ぎ方〜農薬
だけに頼らなくても病害虫は防げます〜in
愛知」の開催及び参加者の募集について（消
費・安全局消費者情報官）
◇中山間地域等総合対策検討会（第41回）
の開催について（農村振興局農村政策部中
山間地域振興課中山間整備推進室）

４日貂◇第1回農山漁村IT活用総合化プロジェク
ト推進連絡会議の概要について（大臣官房
情報評価課）
◇第２回農林水産省法令遵守委員会の開催
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇平成21年７月中国・九州北部豪雨により
発生した山腹崩壊等における災害関連緊急
治山事業（補助）の実施について（林野庁
森林整備部治山課山地災害対策室）
◇「再就職状況の公表」について（大臣官
房秘書課）
◇「地方ブロックの社会資本の重点整備方

針」の策定について（国土交通省総合政策
局事業総括調整官室、国土交通省総合政策
局政策課、国土交通省総合政策局交通計画
課、国土交通省大臣官房公共事業調査室、
農林水産省農村振興局整備部防災課、水産
庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇平成21年度北西太平洋サンマ長期漁海況
予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立
行政法人水産総合研究センター東北区水産
研究所業務推進部）

５日貉◇第２回農林水産省法令遵守委員会の概要
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇平成21年産水田・畑作経営所得安定対策
加入申請状況について（経営局経営政策課
経営安定対策室）
◇食品ロスの削減に向けた国民フォーラム
の開催について（総合食料局食品産業企画
課食品環境対策室）
◇平成21年７月以降の全国的な日照不足及
び低温等への対応について（経営局保険監
理官、経営局経営政策課災害総合対策室）
◇水産政策審議会第43回資源管理分科会の
結果について（水産庁漁政部漁政課）
◇水産政策審議会第13回総会の結果につい
て（水産庁漁政部漁政課）

６日貅◇コスタリカの牛肉（牛タン）混載事例に
関する現地調査結果について（消費・安全
局動物衛生課）
◇平成20年度農林水産省所管特例民法法人
に対する立入検査の実施状況について（大
臣官房文書課、経営局構造改善課）
◇平成21年度病害虫発生予報第6号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇水産政策審議会第27回企画部会の結果に
ついて（水産庁漁政部企画課）

７日貊◇第３回農林水産省法令遵守委員会の開催
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇地域資源利用型産業創出緊急対策事業の
うち、農山漁村地域資源有効活用推進事業
の公募開始について（大臣官房環境バイオ
マス政策課バイオマス推進室）
◇水稲の作柄に関する委員会（平成21年産
第１回）の意見について（大臣官房統計部
生産流通消費統計課）
◇第５回国際植物防疫条約に関する国内連
絡会の開催及び一般傍聴のお知らせについ
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て（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇シンポジウム「土壌微生物相の解明によ
る土壌生物性の解析技術の開発」〜革新的
技術の農業現場での利用に向けて〜の開催
について（農林水産技術会議事務局研究開
発官（環境）室、（独）農業環境技術研究
所農業環境インベントリーセンター）
◇平成21年度における独立行政法人森林総
合研究所の第2回水源林造成事業評価委員
会の議事概要について（林野庁森林整備部
整備課）
◇ポテトスピンドルチューバーウイロイド
によるトマトの病気の調査結果と今後の対
応について（消費・安全局植物防疫課）
◇農林物資規格調査会総会（平成21年度第
２回）の開催及び傍聴について（消費・安
全局表示・規格課）

10日豺◇第３回農林水産省法令遵守委員会の概要
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇平成21年度第３回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の開催について（生産局生
産流通振興課）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
あり方検討会」の中間取りまとめについて

（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（資源管
理部管理課）
◇水産政策審議会第20回漁港漁場整備分科
会の結果について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）
◇平成21年度上期のとうもろこしの関税割
当公表（第２次）について（大臣官房国際
部国際経済課貿易関税チーム）

11日貂◇全国的な日照不足・長雨及び台風第９号
による農作物等の被害防止に向けた技術指
導の徹底について（生産局農業生産支援課、
生産局畜産部畜産振興課、生産局生産流通
振興課、生産局畜産部畜産企画課、消費・
安全局植物防疫課）
◇花き産業振興方針（中間とりまとめ）に
ついて（御意見や具体的取組事例等の募集）

（生産局生産流通振興課花き産業振興室）
◇平成20年度食料自給率について（大臣官
房食料安全保障課）
◇北太平洋海域における公海漁業管理に関
する第７回多国間協議の結果について（水

産庁資源管理部国際課）
◇平成21年台風第９号による被害農林漁業
者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金
の償還猶予等について（経営局経営政策課
災害総合対策室）
◇平成21年度「子ども霞が関見学デー」に
ついて（大臣官房情報評価課）
◇食品製造業及び小売業等を対象とした
PB（プライベートブランド）商品調査の
実施について（総合食料局食品産業企画課）

12日貉◇「疏水のある風景」写真コンテスト2009
への応募について（農村振興局整備部水資
源課）
◇第41回コーデックス連絡協議会の開催及
び一般傍聴の募集について（農林水産省消
費・安全局国際基準課、厚生労働省医薬食
品局食品安全部企画情報課）

13日貅◇プラムポックスウイルスによるウメの病
気の発生調査の結果と対応状況について

（消費・安全局植物防疫課）
14日貊◇第45回食品の表示に関する共同会議の開

催について（消費・安全局表示・規格課、
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査
課）
◇カナダにおける食肉処理施設の現地査察
について（厚生労働省医薬食品局食品安全
部監視安全課、農林水産省消費・安全局動
物衛生課）
◇日スイス経済連携協定に基づく平成21年
度の関税割当公表について（大臣官房国際
部国際経済課貿易関税チーム）

17日豺◇第３回スギ等の国産材型枠用合板技術検
討委員会の開催について（林野庁林政部木
材産業課）
◇第12回日韓漁業共同委員会第３回課長級
協議の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「とびだせ未来へ!!みんなの大地・森・
海のめぐみ」（平成21年版ジュニア農林水
産白書）の作成・配布について（大臣官房
情報評価課情報分析・評価室）
◇第６回国営造成施設の管理体制に係る検
討委員会の開催について（農村振興局整備
部水資源課施設保全管理室）
◇平成21年７月中国・九州北部豪雨により
発生した山腹崩壊等における災害関連緊急
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治山事業（補助）の実施について（第２次）
（林野庁森林整備部治山課山地災害対策室）

18日貂◇野菜小売価格緊急調査の実施について
（消費・安全局消費・安全政策課、生産局
生産流通振興課）
◇平成21年度耕作放棄地再生利用推進全国
会議の開催について（農村振興局整備部農
地資源課）
◇第５回「食料安全保障のための海外投資
促進に関する会議」の開催について（大臣
官房食料安全保障課、大臣官房国際部国際
協力課）
◇全国水産加工業協同組合連合会に対する
業務改善命令の発出について（水産庁漁政
部水産経営、水産庁漁政部加工流通課）
◇第５回日中林業担当局庁の長による定期
対話の開催について（林野庁森林整備部計
画課海外林業協力室）

19日貉◇第4回農協の新事業像の構築に関する研
究会の開催について（経営局協同組織課）

20日貅◇農業分野における情報科学の活用等に係
る研究会とりまとめについて（大臣官房政
策課）
◇平成20年度末の汚水処理人口普及状況に
ついて（農村振興局整備部農村整備官）
◇汚水処理施設連携整備事業の実施状況等
について（農村振興局整備部農村整備官）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

21日貊◇「食料安全保障のための海外投資促進に
関する指針」についての意見・情報（パブ
リックコメント）の募集について（大臣官
房食料安全保障課、大臣官房国際部国際協
力課）
◇食料・農業・農村政策審議会甘味資源部
会の開催について（生産局生産流通振興課）
◇第５回日中漁業取締実務者協議の開催に
ついて（水産庁資源管理部管理課）
◇「食料安全保障のための海外投資促進に
関する指針」について（大臣官房食料安全
保障課、大臣官房国際部国際協力課）

24日豺◇第８回農林水産省改革推進本部会合の開
催について（農林水産省改革推進室）
◇「平成二十一年六月九日から八月二日ま
での間の豪雨による災害についての激甚災
害及びこれに対し適用すべき措置の指定に

関する政令案」について（経営局経営政策
課災害総合対策室）
◇第12回日韓漁業共同委員会第３回課長級
協議の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇第４回我が国周辺クロマグロ資源の利用
に関する検討会の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇北太平洋まぐろ・かじき類はえ縄漁場環
境基礎調査の実施について（増殖推進部漁
場資源課）

25日貂◇第5回日中林業担当局庁の長による定期
対話の結果概要について（林野庁森林整備
部計画課海外林業協力室）

26日貉◇株式会社フクショクの産業活力の再生及
び産業活動の革新に関する特別措置法に基
づく事業再構築計画の認定について（総合
食料局流通課）
◇「体細胞クローン家畜等の取扱いについ
て」の通知について（農林水産技術会議事
務局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇第8回農林水産省改革推進本部会合の概
要について（農林水産省改革推進室）

27日貅◇平成21年7月の国内産米穀の卸小売価格
の概況（総合食料局食糧部計画課）
◇第２回ミツバチの不足問題に関する有識
者会議の開催について（生産局畜産部畜産
振興課畜産技術室、生産局生産流通振興課）
◇平成21年度第３回食料・農業・農村政策
審議会果樹部会の概要等について（生産局
生産流通振興課）

28日貊◇平成20事業年度における農業協同組合の
信用事業に係る員外利用の状況について

（経営局金融調整課）
◇農協系統金融機関の平成20事業年度末に
おけるリスク管理債権等の状況について

（経営局金融調整課）
◇平成20年度農林水産航空事業の実施状況
について（消費・安全局植物防疫課、林野
庁研究・保全課森林保護対策室）
◇スギ等の国産材型枠用合板技術検討委員
会の中間とりまとめについて（林野庁林政
部木材産業課）
◇農林水産業における排出量取引の国内統
合市場の試行的実施等推進検討会検討結果
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報告の公表について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇「平成21年産水稲の８月15日現在におけ
る作柄概況」及び「水稲の作柄に関する委
員会（平成21年産第２回）の意見について」

（大臣官房統計部生産流通消費統計課）
◇ベーリング公海漁業条約第14回年次会議
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇第５回日中漁業取締実務者協議の結果に
ついて（水産庁資源管理部管理課）
◇平成20年度松くい虫被害について（森林
整備部研究・保全課森林保護対策室）

31日豺◇平成21年７月中国・九州北部豪雨により
発生した山腹崩壊等における災害関連緊急
治山事業（補助）の実施について（第3次）

（林野庁森林整備部治山課山地災害対策室）
◇平成21年度における公共事業の事業評価
結果について（大臣官房情報評価課情報分
析・評価室）
◇「2008年漁業センサス結果の概要（平成
20年11月１日現在）」について（大臣官房
統計部経営・構造統計課センサス統計室）
◇研究開発の評価結果について（農林水産
技術会議事務局技術政策課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年７月１日〜H21年７月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇第２回学校の木造設計等を考える研究会
の開催について（林野庁林政部木材利用課）
◇農林物資規格調査会総会（平成21年度第
２回）の審議の概要について（消費・安全
局表示・規格課）
◇平成22年度税制改正要望（経営局総務課
調整室）

〈法令〉
８月５日貉◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第49

号）を公布（同日施行）
７日貊◇漁業災害補償法施行令の一部を改正する

政令（政令第200号）を公布（平成21年10
月１日から施行）

14日貊◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関
する法律施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省・経済産業省・国土交通省令
第１号）を公布（同日施行）
◇消費者庁及び消費者委員会設置法及び消
費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴
う関係法律の整備に関する法律の施行に伴
う関係政令の整備等に関する政令（政令第
217号）を公布（消費者庁及び消費者委員
会設置法の施行の日（平成21年９月１日）
から施行）

28日貊◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の
規制に関する法律の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令（政令第227
号）を公布（同日施行）
◇商品取引所法施行令の一部を改正する政
令（政令第228号）を公布（商品取引所法
及び商品投資に係る事業の規制に関する法
律の一部を改正する法律附則第１条第２号
に掲げる規定の施行の日（平成21年10月８
日）から施行）
◇平成二十一年六月九日から八月二日まで
の間の豪雨による災害についての激甚災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定に関
する政令（政令第232号）を公布（同日施行）
◇特定商取引に関する法律の規定に基づく
立入検査をする職員の携帯する身分を示す
証明書の様式を定める命令の一部を改正す
る命令（内閣府・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省令第１号）を公布

（消費者庁及び消費者委員会設置法（平成
21年法律第48号）の施行の日（平成21年９
月１日）から施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律の規定に基づく申出の手続等
に関する命令（内閣府・農林水産省令第８
号）を公布（消費者庁及び消費者委員会設
置法（平成21年法律第48号）の施行の日（平
成21年９月１日）から施行）
◇消費生活用製品安全法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・農林水産省・経済
産業省令第１号）を公布（消費者庁及び消
費者委員会設置法（平成21年法律第48号）
の施行の日（平成21年９月１日）から施行）
◇独立行政法人農業者年金基金法施行規則
の一部を改正する省令（農林水産省令第50

号）を公布（同日施行）
◇農林水産省定員規則の一部を改正する省
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令（農林水産省令第51号）を公布（消費者
庁及び消費者委員会設置法の施行の日（平
成21年９月１日）から施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第52号）を公布（消費者
庁及び消費者委員会設置法の施行の日（平
成21年９月１日）から施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第53号）を公布（消費者
庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律
第48号）の施行の日（平成21年９月１日）
から施行）

31日豺◇株式会社日本政策金融公庫の危機対応円
滑化業務の実施に関し必要な事項を定める
省令の一部を改正する省令（財務省・農林
水産省・経済産業省令第３号）を公布（同
日施行）

９　月

９月１日貂◇第4回農林水産省法令遵守委員会の開催
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇農林水産省と観光庁による連携事業「よ
うこそ！農村」プロジェクトの推進につい
て－観光関係者と農村地域が連携したグ
リーン・ツーリズムの推進－（農村振興局
農村政策部都市農村交流課、観光庁観光経
済担当参事官付、国際交流推進課、観光地
域振興部観光地域振興課）

２日貉◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年７
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇第４回農林水産省法令遵守委員会の概要
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇第１回「食品関連産業の将来展望研究会」
の開催について（総合食料局食品産業企画
課）

４日貊◇農林水産省生物多様性戦略検討会（第15
回）の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇カーボンフットプリントの商品種別算定
基準（PCR）の公表について（大臣官房環
境バイオマス政策課）
◇2009年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNII）釧路沖鯨類捕獲調査の開始に
ついて（水産庁資源管理部遠洋課）

◇平成21年度獣医事審議会第１回計画部会
の開催及び一般傍聴について（消費・安全
局畜水産安全管理課）
◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第５回北小委員会の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第３回認定）

（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇第３回食品企業の商品情報の開示のあり
方検討会の開催について（消費・安全局表
示・規格課）

７日豺◇花き産業振興方針（中間とりまとめ）説
明会の開催及び参加者の募集について（生
産局生産流通振興課花き産業振興室）
◇平成21砂糖年度甘味に関する協議会（上
半期）の開催について（生産局生産流通振
興課）

８日貂◇日本ミルクコミュニティ株式会社及び雪
印乳業株式会社の産業活力の再生及び産業
活動の革新に関する特別措置法に基づく事
業再構築計画の認定について（生産局畜産
部牛乳乳製品課）
◇「平成20年地球温暖化影響調査レポート」
の作成について（生産局農業環境対策課）
◇ベーリング公海漁業条約第14回年次会議
の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇音声テープ及びCD「平成20年度食料・
農業・農村白書のあらまし」の配布につい
て（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

10日貅◇第41回コーデックス連絡協議会概要（厚
生労働省食品安全部規格情報課国際食品
室、農林水産省消費・安全局消費・安全政
策課）
◇第５回農林水産省法令遵守委員会の開催
について（労使関係問題特別調査チーム）
◇「平成二十一年八月八日から同月十一日
までの間の豪雨及び暴風雨による災害につ
いての激甚災害並びにこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令案」について（経
営局経営政策課災害総合対策室）
◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第5回北小委員会の結果について（水産庁
資源管理部国際課）
◇平成21年度病害虫発生予報第7号の発表
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について（消費・安全局植物防疫課）
◇平成21年度下期の関税割当公表について

（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー
ム）

11日貊◇「農林漁業等向け融資の貸出条件緩和が
円滑に行われるための措置」に基づく貸出
条件緩和の状況について（平成21年４〜６
月期）（経営局金融調整課、水産庁漁政部
水産経営課）
◇国連総会漁業決議のための非公式協議の
開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成19年度農業・食料関連産業の経済計
算（速報）について（大臣官房情報評価課
情報分析・評価室）
◇福田裕充における有機JASマークの不適
正表示に対する措置について（消費・安全
局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇「平成20年度国有林野の管理経営に関す
る基本計画の実施状況」及び「平成20年度
国有林野事業の決算概要」について（林野
庁国有林野部経営企画課、林野庁国有林野
部管理課）
◇林政審議会の概要について（林野庁国有
林野部経営企画課、林野庁林政部林政課）
◇第5回農林水産省法令遵守委員会の概要
について（労使関係問題特別調査チーム）

14日豺◇英国（ハンプシャー州）からの家きんの
輸入一時停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）

15日貂◇「食料安全保障のための海外投資促進に
関する指針」についての意見・情報の募集
結果について（大臣官房食料安全保障課、
大臣官房国際部国際協力課）
◇キッコーマン株式会社の産業活力の再生
及び産業活動の革新に関する特別措置法に
基づく事業再構築計画の認定について（総
合食料局食品産業振興課）
◇株式会社やまびこ、株式会社共立及び新
ダイワ工業株式会社の産業活力の再生及び
産業活動の革新に関する特別措置法に基づ
く事業再構築計画の変更認定について（生
産局農業生産支援課、経済産業省製造産業
局産業機械課）
◇2009年若手外国人農林水産研究者表彰―
受賞者決定―（農林水産技術会議事務局国
際研究課）

16日貉◇平成21年度木材利用促進及び木材需給会
議第2回予測部会の開催及び傍聴について

（林野庁林政部木材利用課）
17日貅◇第2回学校の木造設計等を考える研究会

の概要について（林野庁林政部木材利用課）
◇「見て！聞いて！！植物検疫〜海外の病
害虫から日本の農業を守る仕事〜」の開催
及び参加者の募集について（消費・安全局
消費者情報官）

18日貊◇平成21年度第２回太平洋スルメイカ長期
漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター北海道
区水産研究所業務推進部）
◇日・ソロモン漁業協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇第６回日韓海洋生物資源専門家小委員会
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇「遺伝子組換え農作物に関するコミュニ
ケーション（大阪）」の開催についてのお
知らせ（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室）
◇全国資源評価会議の開催について（水産
庁増殖推進部漁場資源課）
◇日ベトナム経済連携協定に基づく平成21

年度の関税割当公表について（大臣官房国
際部国際経済課貿易関税チーム）
◇平成21年度「農山漁村男女共同参画活動
いきいきフォトコンクール」応募作品の募
集について（経営局人材育成課女性・高齢
者活動推進室）

19日貍◇赤松農林水産大臣の築地市場の視察につ
いて（総合食料局流通課卸売市場室）

24日貅◇天皇海山海域におけるトロール漁場環境
調査の実施について（水産庁増殖推進部漁
場資源課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて

（生産局生産流通振興課）
◇日・キリバス漁業協議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇「平成21年度第3回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）

25日貊◇山田副大臣の長崎県平戸市への出張につ
いて（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
◇豚肉の調整保管の準備について（生産局
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畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室）
◇「小笠原諸島」を世界遺産一覧表に記載
するための推薦書（暫定版）の提出につい
て（林野庁森林整備部研究・保全課森林保
全推進室、林野庁国有林野部経営企画課）
◇国連総会漁業決議のための非公式協議の
結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇第2回農業生産工程管理（GAP）の共通
の基盤づくりに関する検討会の開催につい
て（生産局技術普及課）

28日豺◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

29日貂◇第1回グリーン・ツーリズム推進連絡会
議の開催及び傍聴について（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）
◇第12回「輸入麦の政府売渡ルール検討会」
の開催について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇豚肉の調整保管頭数等について（生産局
畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室）
◇平成21年度第１回食料・農業・農村政策
審議会農業共済部会の開催について（経営
局保険課保険数理室）
◇第６回日韓海洋生物資源専門家小委員会
の結果について（水産庁資源管理部国際課）

30日貉◇業務再点検結果の公表について（農林水
産省改革推進室）
◇バイオマスタウン構想の公表（第37回）
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇平成20年度末の漁村における汚水処理人
口普及率について（水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課）
◇平成21年度「木づかい推進月間」につい
て（林野庁林政部木材利用課）

〈法令〉
９月１日貂◇犯罪による収益の移転防止に関する法律

施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第３
号）を公布（平成21年11月21日から施行）

11日貊◇牛の個体識別のための情報の管理及び伝
達に関する特別措置法施行規則の一部を改
正する省令（農林水産省令第54号）を公布

（平成22年４月１日から施行）

◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第５号）
を公布（平成21年10月13日から施行）

15日貂◇平成二十一年八月八日から同月十一日ま
での間の豪雨及び暴風雨による災害につい
ての激甚災害並びにこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令（政令第241号）
を公布（同日施行）

16日貉◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第９号）を公
布（平成21年10月９日から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第55号）を公布（平
成21年10月９日から施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第56号）を公布（平
成21年10月９日から施行）
◇漁業災害補償法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第57号）を公布（平
成21年10月１日から施行）

24日貅◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第10号）を公
布（株式会社企業再生支援機構法の施行の
日（平成21年９月28日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第58号）を公布（株
式会社企業再生支援機構法の施行の日（平
成21年９月28日）から施行）

30日貉◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第59号）を公布（平成21
年10月１日から施行）

10　月

10月１日貅◇戸別所得補償制度推進本部の設置につい
て（大臣官房政策課）
◇赤松農林水産大臣及び山田農林水産副
大臣の第33回全国育樹祭への出席について

（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇「主要木材の需給見通し（平成21年第
４四半期及び平成22年第1四半期）」につい
て（林野庁林政部木材利用課）
◇「アグリビジネス創出フェア2009」の開
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催のお知らせ（農林水産技術会議事務局研
究推進課産学連携室）

２日貊◇平成21年度第３回日本海海況予報（水産
庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人水
産総合研究センター日本海区水産研究所業
務推進部）
◇輸入麦の政府売渡価格の改定について

（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇「平成21年産水稲の作付面積及び９月15

日現在における作柄概況」及び「水稲の作
柄に関する委員会（平成21年産第3回）の
意見について」（大臣官房統計部生産流通
消費統計課）
◇北海道における日照不足及び低温等によ
る被害農業者等に対する資金の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について（経営
局経営政策課災害総合対策室）

５日豺◇平成21年８月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年８
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業に関する協定」に基づく日ロ政府間協
議の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇第２回「地産地消の仕事人」の選定結果
について（生産局技術普及課）
◇第８回森の“聞き書き甲子園”参加高校
生と「森の名手・名人」の組み合わせにつ
いて（林野庁森林整備部研究・保全課森林
保全推進室、森の“聞き書き甲子園”実行
委員会事務局）

６日貂◇台風第18号の接近及び通過に伴う農作物
等の被害防止に向けた技術指導の徹底につ
いて（生産局農業生産支援課、生産局生産
流通振興課、生産局畜産部畜産振興課、生
産局生産流通振興課、生産局畜産部畜産企
画課）
◇平成20年の特用林産物の生産動向等につ
いて（林野庁林政部経営課特用林産対策室）
◇第２回肥料原料安定確保戦略会議の開催
について（生産局農業生産支援課）
◇赤松農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）
７日貉◇小泉武夫客員研究員講演会「農を基盤と

した地域の活性化」開催のお知らせ（農林

水産政策研究所）
８日貅◇平成21年度病害虫発生予報第8号の発表

について（消費・安全局植物防疫課）
◇日・キリバス漁業協議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇日・ソロモン漁業協議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）

９日貊◇未判定外来生物の判定に係る意見の募集
（パブリックコメント）について（大臣官
房環境バイオマス政策課）
◇平成22年度税制改正要望に係る御意見の
募集について（経営局総務課調整室）
◇下関水陸物産株式会社におけるフグ加工
品の不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇第８回日中海洋生物資源専門家小委員会
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇第１回「卸売市場の将来方向に関する研
究会」の開催について（総合食料局流通課）
◇北太平洋温帯域メバチ移動回遊調査の実
施について（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター経営企
画部）
◇22年漁期TAC設定に関する意見交換会

（まあじ、まいわし、するめいか）の開催
について（水産庁資源管理部管理課）

10日貍◇米国産牛肉の混載事例について（厚生労
働省医薬食品局食品安全部監視安全課、農
林水産省消費・安全局動物衛生課）
◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業に関する協定」に基づく日ロ政府間協
議の結果について（水産庁資源管理部国際
課）

12日豺◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇気候変動枠組条約次期枠組みに関する特
別作業部会の開催結果について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁森林整備部
研究・保全課、林野庁森林整備部計画課）
◇第21回国産大豆協議会の開催について

（生産局生産流通振興課）
◇豚肉の調整保管の開始について（生産局
畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室）
◇平成21年度食品表示適正化技術講座の開
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催について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）

14日貉◇農林物資規格調査会部会（平成21年度第
２回）の開催及び傍聴について（消費・安
全局表示・規格課）

15日貅◇平成22年度組織・定員要求の概要につい
て（大臣官房文書課、大臣官房統計部管理
課、大臣官房地方課、総合食料局食糧部計
画課）
◇平成22年度農林水産予算概算要求の概要

（大臣官房予算課）
◇赤松農林水産大臣の名古屋市中央卸売市
場の視察について（総合食料局流通課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
13回）の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
◇平成21年度（第48回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（大臣官房総務課、（財）
日本農林漁業振興会）
◇赤松農林水産大臣の東京農業大学厚木
キャンパスの視察について（農林水産技術
会議事務局研究開発官（食料戦略）室）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（平成21年10月15日16時30分に変更）

（総合食料局食糧部計画課）
16日貊◇埼玉県における鳥インフルエンザ（H3

亜型）の発生について（消費・安全局動物
衛生課）
◇全国資源評価会議の内容及び平成21年度
我が国周辺水域の資源評価の公表について

（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇第8回日中海洋生物資源専門家小委員会
の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇みなみまぐろ保存委員会第16回年次会合

（CCSBT16）の開催について（水産庁資源
管理部国際課）
◇モントリオール・プロセスの下での我が
国の「第２回国別報告書」の作成について

（林野庁森林整備部計画課海外林業協力室）
19日豺◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁

資源管理部管理課）
◇2009年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPNII）釧路沖鯨類捕獲調査の結果に
ついて（水産庁資源管理部遠洋課）
◇シンポジウム「クラゲの海からサカナの
海へ」の開催について（農林水産技術会議

事務局研究開発官（環境）室、（独）水産
総合研究センター研究推進部）

20日貂◇大阪府の養豚農場における新型インフル
エンザ疑い事例の発生について（消費・安
全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会畜産部会地
方公聴会・現地視察について（生産局畜産
部畜産企画課畜産総合推進室）
◇食料・農業・農村政策審議会果樹部会現
地調査について（生産局生産流通振興課）
◇うんしゅうみかんに係る「緊急需給調整
特別対策事業」の実施について（生産局生
産流通振興課）
◇地方農政局長会議の開催について（大臣
官房地方課）
◇コロンビア産トミーアトキンス種のマン
ゴウの生果実及びベトナム産ヒロセレウ
ス・ウンダーツス（ドラゴンフルーツの一
種）の生果実の輸入解禁について（消費・
安全局植物防疫課）
◇第８回全国漁港漁場整備技術研究発表会
の開催について（水産庁漁港漁場整備部整
備課）
◇平成21年度磯焼け対策全国協議会の開催
について（水産庁漁港漁場整備部整備課）

21日貉◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
13回）の資料について（大臣官房政策課）
◇大阪府における豚への新型インフルエン
ザの感染事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇漁協系統金融機関の平成20事業年度末に
おけるリスク管理債権等の状況について

（水産庁漁政部水産経営課）
◇第１回農林水産省地球温暖化対策本部の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課）
◇研究成果発表会「地球温暖化と農林水産
業」の開催について（農林水産技術会議事
務局研究開発官（環境）室、独立行政法人
農業環境技術研究所）
◇「鍋ほか推進プロジェクト2009」記者発
表会の開催について（生産局生産流通振興
課流通加工対策室）

22日貅◇平成21年度第１回対馬暖流系アジ・サバ・
イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推進部
漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
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ンター西海区水産研究所業務推進部）
◇食品企業の商品情報の開示のあり方検討
会の開催について（消費・安全局表示・規
格課）
◇米国（ケンタッキー州）からの家きん、
家きん肉等の輸入一時停止措置の解除につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第17回年次会議の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇日ロ漁業取締専門家会議の開催について

（水産庁資源管理部国際課）
23日貊◇みなみまぐろ保存委員会第16回年次会合

（CCSBT16）の結果について（水産庁資源
管理部国際課）
◇戸別所得補償制度に関する意見の募集に
ついて（大臣官房政策課）
◇日・パプアニューギニア漁業協議の開催
について（水産庁資源管理部国際課）
◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員
会（CCAMLR）第28回年次会合の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇大阪府の養豚農場における新型インフル
エンザの清浄性確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇米国農務省全米有機プログラム（NOP）
基準に基づく認証機関の認定申請受付開始
のお知らせ（消費・安全局表示・規格課、
消費・安全局表示・規格課）

26日豺◇第１回農林水産省地球温暖化対策本部に
おける決定事項について（大臣官房環境バ
イオマス政策課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（生産局生産流通振興課花き産業振興
室）
◇農林水産知的財産ネットワークシンポジ
ウム2009〜地域活性化に貢献する知的財産
〜の開催について（農林水産技術会議事務
局研究推進課、農林水産知的財産ネット
ワーク事務局）
◇2009年若手外国人農林水産研究者表彰－
表彰式の開催－（農林水産技術会議事務局
国際研究課）
◇シンポジウム「農業に有用な生物多様性
の指標開発」（第２回）の開催について（農

林水産技術会議事務局研究開発官（環境）
室、（独）農業環境技術研究所）
◇第２回及び第４回「卸売市場の将来方向
に関する研究会」の開催について（総合食
料局流通課）
◇平成21年度（第48回）農林水産祭「実り
のフェスティバル」の開催について（大臣
官房総務課、（財）日本農林漁業振興会）

27日貂◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（農村振興局整備部設計課）
◇平成21年９月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年９
月）（総合食料局食糧部計画課）

28日貉◇第13回世界林業会議の結果概要について
（林野庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇鍋ほか推進プロジェクト2009について

（生産局生産流通振興課）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林政部林政課）
◇平成21年度第2回林政審議会施策部会の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
企画課）

29日貅◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第4回認定）

（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）

30日貊◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（農村振興局整備部水資源課）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について

（生産局畜産部競馬監督課）
◇クローン牛の異動報告のとりまとめにつ
いて（H21年８月１日〜H21年８月31日異
動情報提供分）（農林水産技術会議事務局
研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇日ロ漁業取締専門家会議の結果について

（水産庁資源管理部国際課）
◇日本海の暫定水域周辺での韓国漁船の重
点取締について（水産庁資源管理部管理課）
◇平成21年産水稲の作付面積及び予想収穫
量（10月15日現在）（大臣官房統計部生産
流通消費統計課）
◇タイへの牛肉の輸出解禁について（厚生
労働省医薬食品局食品安全部監視安全課、
農林水産省消費・安全局動物衛生課国際衛
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生対策室）
◇平成21年台風第18号による被害農林漁業
者等に対する金融支援について（経営局経
営政策課災害総合対策室、経営局金融調整
課、水産庁水産経営課）

〈法令〉
10月１日貅◇商品取引所法施行規則の一部を改正する

省令（農林水産省・経済産業省令第６号）
を公布（商品取引所法及び商品投資に係る
事業の規制に関する法律の一部を改正する
法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行
の日（平成21年10月８日。以下「施行日」
という。）から施行）

20日貂◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第60号）を公布（同日施行）

23日貊◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第７号）
を公布（同日施行）

11　月

11月２日豺◇平成21年度「農業技術の匠」の選定結果
について（生産局技術普及課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇食料・農業・農村政策審議会畜産部会地
方公聴会・現地視察（生産局畜産部畜産企
画課畜産総合推進室）
◇第６回国際水田・水環境ネットワーク

（INWEPF）シンポジウム、運営会議及び
現地視察の開催について（農村振興局整備
部設計課海外土地改良技術室）
◇第３回国産野菜の生産・利用拡大優良事
業者表彰の募集について（生産局生産流通
振興課流通加工対策室）

４日貉◇林政審議会施策部会の概要について（林
野庁林政部企画課）
◇林政審議会の概要について（林野庁林政
部林政課、林野庁林政部経営課林業労働対
策室）

５日貅◇舟山農林水産大臣政務官のマルシェ・
ジャポン・プロジェクトの視察について（総
合食料局総務課政策推進室、マルシェ・ジャ
ポン全国事務局）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（生産局畜産部畜産振興課、農林水産省九
州農政局生産経営流通部畜産課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
14回）の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
◇第45回国際熱帯木材理事会の開催につい
て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策
室）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律に基づく勧告及
び公表の指針の決定について（総合食料局
食糧部計画課）
◇改正食糧法に基づく勧告及び公表の指針
の決定について（総合食料局食糧部計画課）

６日貊◇第2回戸別所得補償制度推進本部の開催
について（大臣官房政策課）
◇平成20年度における農産物検査の登録検
査機関に対する指導状況について（総合食
料局食糧部消費流通課流通加工対策室）
◇「ご存じですか？動物検疫〜動物の病気
を持ち込まないために〜」の開催及び参加
者の募集について（消費・安全局消費者情
報官）
◇ 大 西 洋 ま ぐ ろ 類 保 存 国 際 委 員 会

（ICCAT）第21回通常会合（年次会合）の
開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇第1回「新農業展開ゲノムプロジェクト」
シンポジウムの開催について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎
･基盤）室、（独）農業環境技術研究所）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇第23回日ロ漁業専門家・科学者会議の開
催について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

９日豺◇南極の海洋生物資源の保存に関する委員
会（CCAMLR）第28回年次会合の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇気候変動枠組条約次期枠組みに関する特
別作業部会の開催結果について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁森林整備部
研究・保全課、林野庁森林整備部計画課）
◇第11回日中漁業共同委員会第１回準備会
合の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇英国（ウィルトシャー州）からの家きん
の輸入停止措置の解除について（消費・安
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全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇中国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇「『農』の雇用事業」の募集を開始しま
す（平成21年度第２回）（経営局人材育成
課、全国農業会議所全国新規就農相談セン
ター）
◇日・パプアニューギニア漁業協議の結果
について（水産庁資源管理部国際課）

10日貂◇対日輸出認定施設の現地査察の実施等に
ついて（厚生労働省医薬食品局食品安全部
監視安全課、農林水産省消費・安全局動物
衛生課）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（総合食料局商品取引監理官、経済産
業省商務情報政策局商務課）
◇北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第17回年次会議の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇平成21年度優良担い手表彰・発表につい
て（経営局経営政策課、全国担い手育成総
合支援協議会事務局）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（生産局生産流通振興課、農林水産
省北海道農政事務所農政推進課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（生産局生産流通振興課、沖縄総合事務局
農政課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について

（生産局生産流通振興課、農林水産省九州
農政局生産経営流通部園芸特産課）

11日貉◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇遺伝子組換えワタ及びトウモロコシの第
一種使用等に関する承認に先立っての意
見・情報の募集（パブリックコメント）に
ついて（消費・安全局農産安全管理課）
◇農林物資規格調査会部会（平成21年度第
２回）の審議の概要について（消費・安全
局表示・規格課）
◇日豪EPA交渉第10回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）

12日貅◇日マレーシアEPA持続可能な森林経営
に関する第２回専門家会合の開催について

（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策室）
◇平成21年度病害虫発生予報第9号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇食料・農業・農村政策審議会企画部会（第
14回）の資料について（大臣官房政策課）

13日貊◇国連総会漁業決議のための非公式協議の
開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇第11回日中漁業共同委員会第１回準備会
合の結果について（水産庁資源管理部国際
課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（H21年９月１日〜H21年９月30日
異動情報提供分）（農林水産技術会議事務
局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇全国農業協同組合連合会（岐阜県本部）
における袋詰玄米の不適正表示に対する措
置について（消費・安全局表示・規格課食
品表示・規格監視室）
◇桜乳業株式会社における山菜水煮加工品
の不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇株式会社おびなたにおける乾めん類（干
しそば）の不適正表示に対する措置につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）
◇株式会社川喜における生めん類（なまそ
ば）の不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇「平成二十一年十月六日から同月八日ま
での間の暴風雨による三重県津市等の区域
に係る災害についての激甚災害及びこれに
対し適用すべき措置の指定に関する政令」
について（平成21年台風第18号関連）（経
営局経営政策課災害総合対策室）

16日豺◇第23回日ロ漁業専門家・科学者会議の結
果について（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇家畜飼料用に供されるカナダ産アマニの
取扱いについて（消費・安全局畜水産安全
管理課）
◇ 大 西 洋 ま ぐ ろ 類 保 存 国 際 委 員 会

（ICCAT）第21回通常会合（年次会合）の
結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇第４回及び第５回「卸売市場の将来方向
に関する研究会」の開催について（総合食
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料局流通課）
17日貂◇アグロフォレストリーに関するシンポジ

ウムの開催について〜地域及び地球環境の
持続可能な発展に向けた意義と可能性〜

（林野庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇日韓漁業取締実務者協議の開催について

（水産庁資源管理部管理課）
◇「水産政策審議会第44回資源管理分科会」
の開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて〜第12回全国農業担い手サミットin埼
玉への出席〜（経営局経営政策課）
◇平成21年度「若手農林水産研究者表彰」
受賞者の決定及び表彰式の開催について

（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇平成21年度「民間部門農林水産研究開発
功績者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課、（社）農林水産技術情報協会）

18日貉◇フランスからの家きん及び家きん肉等の
輸入停止措置について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）
◇「農業経営統計調査平成20年産米生産費」
について（大臣官房統計部経営・構造統計
課）

19日貅◇日・マレーシア経済連携協定（EPA）
持続可能な森林経営に関する第２回専門家
会合の結果について（林野庁林政部木材利
用課木材貿易対策室）
◇日照不足・低温等被害対策の取組につい
て（経営局経営政策課災害総合対策室、経
営局金融調整課、経営局保険監理官）
◇平成21年度「食と農林水産業の地域ブラ
ンド協議会」総会・シンポジウム及び交流
会の開催について（生産局知的財産課、協
議会事務局）
◇第45回国際熱帯木材理事会の結果につい
て（林野庁林政部木材利用課木材貿易対策
室）

20日貊◇「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」
の開催及び傍聴について（総合食料局食糧
部計画課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇農林水産省における改革への取組に関す
る意識・意向調査結果について（大臣官房

情報評価課）
◇新型インフルエンザに関する意識・意向
調査結果について（大臣官房情報評価課）
◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ
漁業委員会第26回会議の開催について（水
産庁資源管理部国際課）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇日韓漁業取締実務者協議の結果について

（水産庁資源管理部管理課）
◇うんしゅうみかんに係る「緊急需給調整
特別対策事業」の実施について（生産局生
産流通振興課）

24日貂◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
（第15回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「特色ある国産ナチュラルチーズ振興に
関するワークショップ」の開催について〜
有識者との意見交換〜（生産局畜産部牛乳
乳製品課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて〜アグリビジネス創出フェア2009への
出席〜（農林水産技術会議事務局研究推進
課産学連携室）
◇フランスからの家きん及び家きん肉等の
輸入条件の改正について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇平成21年度日本海さば類・マアジ・マイ
ワシ・ブリ長期漁況予報（水産庁増殖推進
部漁場資源課、独立行政法人水産総合研究
センター日本海区水産研究所業務推進部）
◇「水産政策審議会第44回資源管理分科会」
の結果について（水産庁漁政部漁政課）

25日貉◇「地産地消給食等メニューコンテスト」
（第２回）審査結果及び「地産地消給食等
推進セミナー」の開催について（生産局技
術普及課）
◇シンポジウム「飼料用米の技術開発・最
前線」－飼料用米の利用拡大に向けて－の
開催について（農林水産技術会議事務局研
究開発官（食料戦略）室、（独）農業・食
品産業技術総合研究機構畜産草地研究所企
画管理部）
◇第12回日韓漁業共同委員会第4回課長級
協議の開催について（水産庁資源管理部国
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際課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年10

月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成21年10月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇水産政策審議会第21回漁港漁場整備分科
会の開催について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について

（総合食料局食糧部計画課、東北農政局秋
田農政事務所食糧部計画課）

26日貅◇「地域活性化のためのバイオマス利用技
術の開発」中間成果発表会について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（環境）室、

（独）農業・食品産業技術総合研究機構バ
イオマス研究センター）

27日貊◇平成22年産米の都道府県別の生産数量目
標（需要量に関する情報）について（総合
食料局食糧部計画課需給調整対策室）
◇「新たな農林水産省知的財産戦略の策定
についての有識者の意見を聴く会」の開催
及び傍聴について（生産局知的財産課）
◇赤松農林水産大臣の海外出張について

（大臣官房国際部国際政策課）
◇りんごに係る「緊急需給調整特別対策事
業」の実施について（生産局生産流通振興
課）
◇「国連総会漁業決議のための非公式協議」
の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について（ペルー産
ケント種のマンゴウの生果実の輸入解禁）

（消費・安全局植物防疫課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇第２回農林水産省地球温暖化対策本部の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課）
◇第3回戸別所得補償制度推進本部の開催
について（大臣官房政策課）

30日豺◇バイオマスタウン構想の公表（第38回）
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇第12回日韓漁業共同委員会第４回課長級
協議の結果について（水産庁資源管理部国
際課）

◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（H21年10月１日〜H21年10月31日
異動情報提供分）（農林水産技術会議事務
局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇平成21年度「国有林野事業業務研究発表
会」の開催について（林野庁国有林野部業
務課）

〈法令〉
11月５日貅◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する

法律の一部を改正する法律の一部の施行期
日を定める政令（政令第258号）を公布（同
日施行）
◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律施行令の一部を改正する政令（政令第
259号）を公布（主要食糧の需給及び価格
の安定に関する法律の一部を改正する法律

（平成21年法律第27号）附則第１条ただし
書に規定する規定の施行の日（平成22年４
月１日）から施行）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律の施行期日を定
める政令（政令第260号）を公布（同日施行）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律施行令（政令第
261号）を公布（法の施行の日（平成22年
10月１日）から施行）
◇米穀等の産地情報の伝達に関する命令

（内閣府・財務省・農林水産省令第１号）
を公布（法附則第１条第２号に掲げる規定
の施行の日（平成23年７月１日）から施行）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律施行令第七条第
三項及び第四項の規定に基づく都道府県知
事の報告に関する命令（内閣府・農林水産
省令第11号）を公布（米穀等の取引等に係
る情報の記録及び産地情報の伝達に関する
法律（平成21年法律第26号）附則第１条第
２号に掲げる規定の施行の日（平成23年７
月１日）から施行）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録に関す
る省令（財務省・農林水産省令第１号）を
公布（法の施行の日（平成22年10月１日）
から施行）
◇米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
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地情報の伝達に関する法律施行令第七条第
四項の規定に基づく都道府県知事の報告に
関する省令（農林水産省令第61号）を公布

（米穀等の取引等に係る情報の記録及び産
地情報の伝達に関する法律（平成21年法律
第26号）の施行の日（平成22年10月１日）
から施行）
◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令第62号）を公布（主要食糧の需給
及び価格の安定に関する法律の一部を改正
する法律（平成21年法律第27号）附則第１
条ただし書に規定する規定の施行の日（平
成22年４月１日）から施行）
◇米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項
を定める省令（農林水産省令第63号）を公
布（主要食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律の一部を改正する法律（平成21年法
律第27号）附則第１条ただし書に規定する
規定の施行の日（平成22年４月１日）から
施行）

６日貊◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第８号）
を公布（同日施行）

18日貉◇平成二十一年十月六日から同年八日まで
の間の暴風雨による三重県津市等の区域に
係る災害についての激甚災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令（政
令第263号）を公布（同日施行）

26日貅◇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
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する政令の一部を改正する政令

（政令第268号）を公布（平成22年４月１日
から施行）

12　月

12月１日貂◇「水産政策審議会第21回漁港漁場整備分
科会」の結果について（水産庁漁港漁場整
備部計画課）

２日貉◇「平成21年度木材利用促進及び木材需給
会議第３回予測部会」の開催及び傍聴につ
いて（林野庁林政部木材利用課）
◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入

停止措置の解除について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇第6回「食料安全保障のための海外投資
促進に関する会議」（幹事会）の開催につ
いて（大臣官房食料安全保障課、大臣官房
国際部国際協力課）

３日貅◇「平成21年度第４回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）

４日貊◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく日ロ
漁業委員会第26回会議の結果について（水
産庁資源管理部国際課）
◇食品企業の商品情報の開示のあり方検討
会の開催について（消費・安全局表示・規
格課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第16回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「中小企業者等に対する金融の円滑化を
図るための臨時措置に関する法律」の施行
について（経営局金融調整課、水産庁漁政
部水産経営課、大臣官房協同組合検査部調
整課）
◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第６回年次会合の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇家きん飼養農場における飼養衛生管理の
一斉調査結果について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「地域資源利用型産業創出緊急対策事
業」のうち、「農山漁村地域資源有効活用
推進事業」の第２次公募開始について（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇アニュー中日本株式会社における生鮮農
産物の不適正表示に対する措置について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇第７回WTO閣僚会議（ジュネーブ）の
結果概要について（大臣官房国際部国際経
済課WTO等交渉チーム）
◇山田農林水産副大臣の神奈川県横浜市へ
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の出張について（水産庁増殖推進部研究指
導課）
◇「平成20年度畜水産物中のダイオキシン
類の実態調査」の結果について（消費・安
全局畜水産安全管理課、消費・安全局畜水
産安全管理課水産安全室）

７日豺◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇中国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇第６回「卸売市場の将来方向に関する研
究会」の開催について（総合食料局流通課）
◇第６回「食料安全保障のための海外投資
促進に関する会議」（幹事会）の概要につ
いて（大臣官房食料安全保障課、大臣官房
国際部国際協力課）

８日貂◇「アグリビジネス創出フェア2009」の開
催結果について〜参加者は昨年の２倍以上
となり過去最高を記録〜（農林水産技術会
議事務局研究推進課産学連携室）
◇「特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律」に基づく特定外来
生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等
の改正に関する意見の募集（パブリックコ
メント）について（大臣官房環境バイオマ
ス政策課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第５回認定）

（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇「特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律施行令の一部を改正
する政令」について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）
◇平成21年産水陸稲の収穫量（大臣官房統
計部生産流通消費統計課）

９日貉◇第１回バイオマス活用推進会議の開催に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房食料安全保障課、大臣官房
政策課）

10日貅◇農林水産省木材利用推進計画について
（林野庁林政部木材利用課）

11日貊◇「農地法等の一部を改正する法律」の施
行について（経営局構造改善課、農村振興
局農村政策部農村計画課）

◇オーストラリアとのみつばちに関する家
畜衛生条件の改正について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について

（総合食料局流通課、農林水産技術会議事
務局総務課調整室、林野庁研究・保全課、
生産局知的財産課）

12日貍◇中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第６回年次会合の結果について（水産庁資
源管理部国際課）

14日豺◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇第11回日中漁業共同委員会第２回準備会
合の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇第２回「新農業展開ゲノムプロジェクト」
シンポジウムの開催について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎
･基盤）室）
◇アグネス・チャン客員研究員講演会「水
の惑星に生まれて」開催のお知らせ（農林
水産政策研究所交流情報課、農林水産政策
研究所広報資料課）
◇中島隆信客員研究員講演会「賢人教育が
社会を救う」開催のお知らせ（農林水産政
策研究所、農林水産政策研究所広報資料課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（経営局経営政策課）

15日貂◇平成21年度第2次農林水産関係補正予算
の概要（大臣官房予算課）
◇平成21年度「国有林野事業業務研究発表
会」の開催結果について（林野庁国有林野
部業務課）
◇林野庁地方機関の経理処理に係る全国監
査の結果等について（林野庁国有林野部管
理課監査室）
◇養豚緊急支援対策について（生産局畜産
部畜産企画課）
◇平成21年度「田園自然再生活動コンクー
ル」受賞団体の発表及び表彰式の開催につ
いて（農村振興局農村政策部農村環境課農
村環境対策室）

16日貉◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）
◇「農林漁業等向け融資の貸出条件緩和が
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円滑に行われるための措置」に基づく貸出
条件緩和の状況について（平成21年７〜９
月期）（経営局金融調整課、水産庁漁政部
水産経営課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（大臣官房政策課、農林水産省近畿農政局
生産経営流通部農産課）
◇英国（ハンプシャー州）からの家きんの
輸入停止措置の解除について（消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室）

17日貅◇平成21年度第2回太平洋イワシ・アジ・
サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部
漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
ンター中央水産研究所業務推進部）
◇第11回日中漁業共同委員会の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（大臣官房政策課）
◇2009年農林水産研究成果10大トピックス
の選定について（農林水産技術会議事務局
技術政策課）

18日貊◇第11回日中漁業共同委員会第2回準備会
合及び第11回日中漁業共同委員会の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇全国の野生鳥獣類による農作物被害状況
について（平成20年度）（生産局農業生産
支援課鳥獣被害対策室）
◇株式会社アスカコーポレーション及び株
式会社ジュポンインターナショナルにおけ
る健康食品等の不適正表示に対する措置に
ついて（消費・安全局表示・規格課食品表
示・規格監視室）
◇太産商事株式会社が販売した生鮮畜産物
の不適正表示に対する措置について（消費・
安全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて

（生産局生産流通振興課）
◇北太平洋におけるアカイカ資源調査の実
施について（水産庁増殖推進部漁場資源課）

21日豺◇「気候変動枠組条約第15回締約国会議
（COP15）」、「京都議定書第５回締約国会
合（CMP ５）」等の結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課、林野庁森林整備
部研究・保全課、林野庁森林整備部計画課）
◇米国（ペンシルバニア州）からの家きん
及び家きん肉等の輸入停止措置について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「主要木材の需給見通し（平成22年第
１四半期及び第２四半期）」について（林
野庁林政部木材利用課）

22日貂◇平成22年度税制改正大綱における農林水
産関係税制事項について（経営局総務課調
整室）
◇赤松農林水産大臣、郡司農林水産副大臣
及び舟山農林水産政務官の国内出張につい
て（水産庁資源管理部管理課、九州漁業調
整事務所）
◇農業用ダムの総点検結果について（農村
振興局整備部水資源課、農村振興局整備部
農地資源課）
◇平成22年産の甘味資源作物交付金及びで
ん粉原料用いも交付金の単価の決定等につ
いて（生産局生産流通振興課、経営局経営
政策課経営安定対策室）
◇「知床世界自然遺産地域管理計画」の策
定について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室、国有林野部経営企画課）
◇農業資材審議会農薬分科会（第12回）の
開催について（消費・安全局農産安全管理
課農薬対策室）
◇第４回戸別所得補償制度推進本部の開催
について（大臣官房政策課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の農畜産業振
興機構の視察について（生産局総務課）
◇クリーン開発メカニズム（CDM）プロ
ジェクト政府承認審査結果について（大臣
官房環境バイオマス政策課、林野庁森林整
備部計画課）

25日貊◇平成22年度農林水産予算概算決定の概要
について（大臣官房予算課）
◇「森林・林業再生プラン」の作成につい
て（林野庁林政部企画課）
◇平成22年度組織・定員改正の概要につい
て（大臣官房文書課、大臣官房統計部管理
課、大臣官房地方課、総合食料局食糧部計
画課）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について

（生産局畜産部競馬監督課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第17回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
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つ い て（H21年11月1日 〜H21年11月30日
異動情報提供分）（農林水産技術会議事務
局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、
基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振興課
畜産技術室）
◇第42回「コーデックス連絡協議会」の開
催及び一般傍聴の募集について（厚生労働
省医薬食品局食品安全部企画情報課、農林
水産省消費・安全局消費・安全政策課）
◇米国（ニューヨーク州及びテネシー州）
からの家きん及び家きん肉等の輸入停止措
置の解除について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇平成21年11月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年11

月）（総合食料局食糧部計画課）
◇肥料取締法に基づく普通肥料の公定規格
の一部改正案についての意見・情報の募集

（消費・安全局農産安全管理課）
◇「農業経営統計調査平成20年度牛乳生産
費（全国）」について（大臣官房統計部経営・
構造統計課）

〈法令〉
12月３日貅◇中小企業者等に対する金融の円滑化を図

るための臨時措置に関する法律（法律第96

号）を公布（公布の日から起算して１月を
超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行）
◇中小企業者等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律の施行期日
を定める政令（政令第275号）を公布（同
日施行）
◇中小企業者等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律施行令（政
令第276号）を公布（法の施行の日（平成
21年12月４日）から施行）
◇中小企業者等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律に係る民間
事業者等が行う書面の保存等における情報
通信の技術の利用に関する命令（内閣府・
厚生労働省・農林水産省令第１号）を公布

（中小企業者等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律の施行の日

（平成21年12月４日）から施行）
◇農林水産業協同組合に係る中小企業者等
に対する金融の円滑化を図るための臨時措
置に関する命令（内閣府・農林水産省令第
12号）を公布（法の施行の日（平成21年12

月４日）から施行）
11日貊◇農地法施行令等の一部を改正する政令

（政令第285号）を公布（農地法等の一部を
改正する法律（以下「改正法」という。）
の施行の日（平成21年12月15日）から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令の一部を改正する命
令（内閣府・農林水産省令第13号）を公布

（農地法等の一部を改正する法律の施行の
日（平成21年12月15日）から施行）
◇農地対価等徴収規則を廃止する省令（財
務省・農林水産省令第２号）を公布（農地
法等の一部を改正する法律の施行の日（平
成21年12月15日）から施行）
◇独立行政法人農業者年金基金法附則第六
条第三項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた農業者年金基金法の一部を
改正する法律附則第十一条第二項の規定に
よりなおその効力を有するものとされた農
業者年金基金法施行規則等を廃止する省令
第一号の規定による廃止前の農業者年金基
金法施行規則及び独立行政法人農業者年金
基金法附則第六条第三項の規定によりなお
その効力を有するものとされた農業者年金
基金法の一部を改正する法律の施行に伴う
旧年金給付等に関する経過措置に関する省
令の一部を改正する省令（厚生労働省・農
林水産省令第１号）を公布（農地法等の一
部を改正する法律の施行の日（平成21年12

月15日）から施行）
◇農地法施行規則等の一部を改正する省
令（農林水産省令第64号）を公布（農地法
等の一部を改正する法律（以下「改正法」
という。）の施行の日（平成21年12月15日）
から施行）
◇農住組合法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省・国土交通省令第１号）を
公布（農地法等の一部を改正する法律の施
行の日（平成21年12月15日）から施行）
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16日貉◇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
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省令第65号）を公布（日本年金
機構法の施行の日（平成22年１月１日）か
ら施行）

22日貂◇感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律第五十四条第一号の輸入
禁止地域等を定める省令の一部を改正する
省令（厚生労働省・農林水産省令第２号）
を公布（同日施行）
◇漁船特殊規程及び小型漁船安全規則の一
部を改正する省令（農林水産省・国土交通
省令第２号）を公布（平成22年１月１日か
ら施行）

24日貅◇保険法及び保険法の施行に伴う関係法律
の整備に関する法律の施行に伴う関係政令
の整理に関する政令（政令第294号）を公
布（保険法の施行の日（平成22年４月１日
から施行）
◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省令第２号）を公布（保険法の施行に
伴う関係法律の整備に関する法律の施行の
日（平成22年４月１日）から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第14号）を公
布（保険法の施行に伴う関係法律の整備に
関する法律の施行の日（平成22年４月１日）
から施行）
◇森林国営保険法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第66号）を公布（保
険法の施行に伴う関係法律の整備に関する
法律の施行の日（平成22年４月１日）から
施行）

28日豺◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の
規制に関する法律の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令（政令第300

号）を公布（同日施行）
◇商品取引所法施行令の一部を改正する政
令（政令第301号）を公布（商品取引所法
及び商品投資に係る事業の規制に関する法

律の一部を改正する法律（平成21年法律第
74号）附則第１条第３号に掲げる規定の施
行の日（平成22年７月１日）から施行）
◇金融商品取引法等の一部を改正する法
律の施行期日を定める政令（政令第302号）
を公布（同日施行）
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係政令の整備等に関する政
令（政令第303号）を公布（改正法の施行
の日（平成22年４月１日）から施行）
◇日本年金機構の設立に伴う関係政令の整
備等及び経過措置に関する政令（政令第
310号）を公布（法の施行の日（平成22年
１月１日）から施行）
◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省令第３号）を公布（金融商品取引法
等の一部を改正する法律（以下「改正法」
という。）の施行の日（平成22年４月１日）
から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省第15号）を公布（金
融商品取引法等の一部を改正する法律（平
成21年法律第58号。以下「改正法」という。）
の施行の日（平成22年４月１日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第67号）を公布（金
融商品取引法等の一部を改正する法律（平
成21年法律第58号。以下「改正法」という。）
の施行の日（平成22年４月１日）から施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第68号）を公布（金
融商品取引法等の一部を改正する法律（平
成21年法律第58号。以下「改正法」という。）
の施行の日（平成22年４月１日）から施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第69号）を公布（平成22

年１月１日から施行）

１　月

１月５日貂◇米国（テキサス州）からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）
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◇国産食料品にポイントを付与するモデル
的な取組の実証実験について（大臣官房食
料安全保障課）
◇「農林水産省電子申請システム」の廃止
について（大臣官房情報評価課情報化推進
班）

６日貉◇小泉武夫客員研究員講演会「世界の発酵
食品とこれからの発酵産業の展望」開催の
お知らせ（農林水産政策研究所、農林水産
政策研究所広報資料課）

７日貅◇韓国からの豚肉等の輸入手続きの保留に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）
◇平成22年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」の公募要領の公表
について（農林水産技術会議事務局研究推
進課産学連携室）
◇カナダにおける食肉処理施設の現地査察
結果について（厚生労働省医薬食品局食品
安全部監視安全課、農林水産省消費・安全
局動物衛生課）
◇「ため池百選」一般投票開始について（農
村振興局整備部防災課）

８日貊◇農林水産公共事業コスト構造改善の平成
20年度取組実績について（大臣官房予算課、
農村振興局整備部設計課、林野庁森林整備
部計画課、水産庁漁港漁場整備部整備課）
◇戸別所得補償制度モデル対策に係るブ
ロック説明会の開催について（大臣官房政
策課戸別所得補償制度推進本部、北海道農
政事務所戸別所得補償制度推進チーム事務
局、東北農政局企画調整室、関東農政局生
産経営流通部農産課、北陸農政局生産経営
流通部農産課、東海農政局戸別所得補償制
度準備室、近畿農政局生産経営流通部農産
課、中国四国農政局戸別所得補償制度推進
室、九州農政局生産経営流通部農産課）

12日貂◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇独立行政法人農林漁業信用基金及び独立
行政法人農業者年金基金の監事の公募の結
果について（大臣官房秘書課）
◇赤松農林水産大臣及び郡司農林水産副大
臣の国内出張について（大臣官房地方課）
◇第12回日韓漁業共同委員会第１回小委員
会の開催について（水産庁資源管理部国際

課）
13日貉◇海外商品取引業者に対する行政処分につ

いて（総合食料局商品取引監理官、経済産
業省商務情報政策局商務課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
〜「戸別所得補償モデル対策に係る鳥取県
説明会」への出席〜（大臣官房政策課、農
林水産省中国四国農政局鳥取農政事務所農
政推進課）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について

（農村振興局農村政策部農村環境課農村環
境対策室）
◇2010年世界農林業センサス（平成22年２
月１日現在）の実施について（大臣官房統
計部経営・構造統計課センサス統計室）

15日貊◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁資源管理部沿岸沖合課）
◇北太平洋海域における公海漁業管理に関
する第８回関係国・地域間協議の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成21年国内産米穀のカドミウム含有状
況の調査結果について（消費・安全局農産
安全管理課）
◇第３回農業生産工程管理（GAP）の共
通の基盤づくりに関する検討会の開催につ
いて（生産局技術普及課）

18日豺◇第12回日韓漁業共同委員会第1回小委員
会の結果について（水産庁資源管理部国際
課）
◇「小笠原諸島」を世界遺産一覧表に記載
するための推薦書の提出について（林野庁
森林整備部研究・保全課森林保全推進室、
林野庁国有林野部経営企画課）
◇戸別所得補償制度モデル対策に係る都道
府県説明会の開催について（大臣官房政策
課戸別所得補償制度推進本部）
◇第７回「卸売市場の将来方向に関する研
究会」の開催について（総合食料局流通課）
◇「食品企業の商品情報の開示のあり方検
討会」の取りまとめ案に対する意見・情報

（パブリック・コメント）の募集について（消
費・安全局表示・規格課）

19日貂◇中国底びき網漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
〜「戸別所得補償モデル対策に係る茨城県
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説明会」への出席〜（大臣官房政策課、経
営局経営政策課、農林水産省関東農政局茨
城農政事務所農政推進課）
◇「平成21年度第５回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇「有機JAS規格に関する意見交換会」の
開催について（消費・安全局表示・規格課）
◇公開討論会「食べものづくりから日本は
元気になる〜新たな『食料・農業・農村基
本計画』の策定に向けて〜」の開催につい
て（大臣官房食料安全保障課）
◇国内クレジット制度における農林水産分
野関係の申請案件について（大臣官房環境
バイオマス政策課、林野庁林政部木材利用
課）

20日貉◇「森林・林業再生プラン推進本部」の第
１回会合の開催について（林野庁林政部企
画課）
◇米国における食肉処理施設の現地査察結
果について（厚生労働省医薬食品局食品安
全部監視安全課、農林水産省消費・安全局
動物衛生課）
◇山形県における新型インフルエンザの豚
への感染事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇第３回学校の木造設計等を考える研究会
の開催について（林野庁林政部木材利用課）

21日貅◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（林野庁林政部経営課、水産庁資源管理部
沿岸沖合課）

22日貊◇台湾からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第18回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇農薬登録制度に関する懇談会の開催及び
傍聴について（消費・安全局農産安全管理
課農薬対策室）
◇独立行政法人水産総合研究センター理事
長及び同センター等監事の公募について

（大臣官房秘書課）
◇米国（テキサス州）からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置の解除について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「第３回未来の農業の姿のアイデア募集」
審査結果について（大臣官房政策課）

25日豺◇畜産物価格等の決定や酪肉近基本方針の
見直しに向けた国民の皆様からの政策提案
の募集について（生産局畜産部畜産企画課
畜産総合推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成21年
度第５回畜産部会」の開催について（生産
局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇平成21年12月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇「都道府県水産主務課長会議」の開催に
ついて（水産庁漁政部漁政課）
◇林業労働力の確保の促進に関する基本方
針の変更についての意見・情報（パブリッ
クコメント）の募集（林野庁林政部経営課
林業労働対策室）

26日貂◇外来生物法に基づき特定外来生物に指定
されたシママングースに係る特定飼養等施
設の基準の細目等及び同法施行規則の一部
改正について（大臣官房環境バイオマス政
策課）
◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する第８回関係国・地域間協議」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）
◇「農事組合法人三原牧場組合」「農事組
合法人松原エスプリファーム」「農事組合
法人環境開発センター」に対する解散命令
について（経営局協同組織課経営・組織対
策室）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（総合食料局商品取引監理官、経済産
業省）
◇「第12回日韓漁業共同委員会第２回小委
員会」の開催について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「平成21年度鳥獣被害対策優良活動表彰」
受賞者の決定及び表彰式について（生産局
農業生産支援課鳥獣被害対策室）
◇研究成果発表会「営農管理的アプローチ
による鳥獣害防止技術の開発」の開催につ
いて（農林水産技術会議事務局研究開発官

（環境）室、独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構中央農業研究センター）
◇第３回「新農業展開ゲノムプロジェクト」
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シンポジウムの開催について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎
･基盤）室）
◇22年漁期TAC設定に関する意見交換会

（すけとうだら）の開催について（水産庁
資源管理部管理課）

27日貉◇「第１回路網・作業システム検討委員会」
の開催及び傍聴について（林野庁森林整備
部整備課）
◇第42回「コーデックス連絡協議会」の概
要について（農林水産省消費・安全局消費・
安全政策課、厚生労働省）

28日貅◇「第６回国際植物防疫条約に関する国内
連絡会」の開催について（消費・安全局植
物防疫課検疫対策室）

29日貊◇肥料の公定規格における含有許容量を超
えた水銀が検出されたし尿汚泥肥料に係る
報告徴収について（消費・安全局農産安全
管理課）
◇ペルー産ケント種のマンゴウの生果実の
輸入解禁について（消費・安全局植物防疫
課）
◇バイオマスタウンの公表（第39回）につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
つ い て（H21年12月1日 〜H21年12月31日
異動情報提供分）（農林水産技術会議事務
局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇株式会社エス・エム・シーが販売した袋
詰精米の不適正表示に対する措置について

（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇株式会社タイガーにおける緑茶飲料の不
適正表示に対する措置について（消費・安
全局表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇「第１回バイオマス活用推進専門家会議」
の開催について（大臣官房環境バイオマス
政策課バイオマス推進室）
◇赤松農林水産大臣の海外出張について

（臣官房国際部国際政策課）
◇「農薬の販売の禁止を定める省令の一部
を改正する省令案」等に対する意見・情報

の募集について（消費・安全局農産安全管
理課農薬対策室）
◇「農業経営統計調査平成20年個別経営の
経営形態別経営統計（経営収支）」につい
て（大臣官房統計部経営・構造統計課）
◇「農業経営統計調査平成20年個別経営の
営農類型別経営統計（経営収支）」につい
て（大臣官房統計部経営・構造統計課）
◇平成21年の外国漁船取締実績について

（水産庁資源管理部管理課）
〈法令〉
１月６日貉◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正

する省令（農林水産省令第１号）を公布（同
日施行）

18日豺◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第２号）を公布（同
日施行）

19日貂◇保険法の施行に伴う関係法律の整備に関
する法律の施行に伴う農林水産省関係省令
の整理に関する省令（農林水産省令第３号）
を公布（保険法の施行に伴う関係法律の整
備に関する法律の施行の日（平成22年４月
１日）から施行）

21日貅◇プラムポックスウイルスの緊急防除に関
する省令（農林水産省令第４号）を公布（平
成22年２月20日から施行）

26日貂◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
施行規則の一部を改正する省令（農林水産
省令第５号）を公布（次の各号に掲げる区
分に応じ、それぞれ当該各号《附則第１条
第１号から同条第３号》に定める日から施
行）
◇特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省・環境省令第１号）
を公布（平成22年２月１日から施行）

29日貊◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第６号）を公布（同日施行）

２　月

２月１日豺◇「特定外来生物による生態系等に係る被
害の防止に関する法律」に基づく防除の公
示の一部改正について（大臣官房環境バイ
オマス政策課）
◇「第12回日韓漁業共同委員会第2回小委
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員会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇第８回「卸売市場の将来方向に関する研
究会」の開催について（総合食料局流通課）
◇「特定建設資材に係る分別解体等及び特
定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に
関する基本方針を定めた件」の一部改正案
に関するパブリックコメントの募集につい
て（林野庁林政部木材利用課）

２日貂◇物品購入契約に係る点検調査の結果等に
ついて（大臣官房経理課会計監査室、大臣
官房地方課、総合食料局総務課経理室、消
費・安全局総務課、農村振興局総務課、農
林水産技術会議事務局総務課、林野庁林政
課、水産庁漁政課）
◇「第５回水産庁及び海上保安庁による外
国漁船取締対策会議」の開催について（水
産庁資源管理部管理課）
◇「第５回（平成21年度）美の里づくりコ
ンクール」の選賞について（農村振興局農
村政策部都市農村交流課）
◇第３回「農林漁家民宿おかあさん100選」
の選定結果及びサミットの開催について

（農村振興局農村政策部都市農村交流課、
観光庁観光産業課）

３日貉◇2019年における世界の食料需給見通し－
世界食料需給モデルによる予測結果－（農
林水産政策研究所、大臣官房食料安全保障
課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（生産局畜産部食肉鶏卵課、農林水産省九
州農政局生産経営流通部畜産課）

４日貅◇「第１回森林・林業基本政策検討委員会」
の開催及び傍聴について（林野庁林政部企
画課）
◇「第１回森林組合改革・林業事業体育成
検討委員会」の開催及び傍聴について（林
野庁林政部経営課）
◇「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〜地域、日本そして地球
を守る環境保全型農業〜」の開催について

（生産局農業環境対策課）
◇農業用ダムの総工事費について（農村振

興局整備部水資源課、農村振興局整備部農
地資源課）
◇シンポジウム「活力ある漁村づくりにお
ける地域リーダーの育成」の開催について

（水産庁漁港漁場整備部防災漁村課）
◇「第１回人材育成検討委員会」の開催及
び傍聴について（林野庁森林整備部研究・
保全課）

５日貊◇「第５回水産庁及び海上保安庁による外
国漁船取締対策会議」の結果について（水
産庁資源管理部管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第19回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇家畜排せつ物法施行状況調査の結果につ
いて（平成21年12月１日時点）（生産局畜
産部畜産企画課畜産環境・経営安定対策室）
◇「環境にやさしい病害虫の防ぎ方〜農薬
だけに頼らなくても病害虫は防げます〜in
福岡」の開催及び参加者の募集について（消
費・安全局消費者情報官）
◇「第３回学校の木造設計等を考える研究
会」の結果概要について（林野庁林政部木
材利用課）
◇「第12回日韓漁業共同委員会第３回小委
員会」及び「第12回日韓漁業共同委員会」
の開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇ポテトスピンドルチューバ－ウイロイド

（PSTVd）によるダリア苗の病気の発生と
対応について（消費・安全局植物防疫課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成21年12

月）（総合食料局食糧部計画課）
◇総合食料局食糧部計画課（大臣官房食料
安全保障課食料自給率向上対策室、農林水
産省北陸農政局企画調整室）
◇第5回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局生産流通振興
課花き産業振興室）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（産局畜産部牛乳乳製品課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について

（生産局畜産部畜産振興課、農林水産省関
東農政局生産経営流通部畜産課）

８日豺◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
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いて〜平成21年度宮城県農業担い手サミッ
トへの出席〜（経営局経営政策課）

９日貂◇「平成21年農林水産物等輸出実績（速報
値）」について（大臣官房国際部国際経済
課貿易関税チーム輸出促進室）
◇「途上国の森林減少・劣化対策に関する
国際セミナー」の開催について（森林整備
部計画課海外林業協力室）
◇「地域の恵みを地域で食べよう！」地産
地消メールマガジンの創刊について（生産
局技術普及課）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について〜南アフリ
カ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実
及び台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス（ド
ラゴンフルーツの一種）の生果実の輸入解
禁〜（消費・安全局植物防疫課）
◇米国（イリノイ州）からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置の解除について

（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
10日貉◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて（生産局畜産部畜産振興課、農林水産
省東北農政局生産経営流通部畜産課）
◇水門設備工事に係る入札談合に伴う損害
賠償請求について（農村振興局整備部設計
課施工企画調整室）
◇「新たな農林水産省知的財産戦略の策定
についての有識者の意見を聴く会」の開催
及び傍聴について（生産局知的財産課）
◇「第14回地域水産加工技術セミナー」の
開催について（水産庁増殖推進部研究指導
課、独立行政法人水産総合研究センター社
会連携推進部、独立行政法人水産総合研究
センター経営企画部広報室）

12日貊◇第２回「グリーン・ツーリズム推進連絡
会議」の開催について（農村振興局農村政
策部都市農村交流課）
◇「日・ツバル漁業協議」の開催について

（水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室）
◇公募第１弾の結果の追加公表について

（大臣官房秘書課）
◇「水産政策審議会第45回資源管理分科会」
の開催について（水産庁漁政部漁政課）

15日豺◇「食料・農業・農村政策審議会平成21年
度第６回畜産部会」の開催について（生産
局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）

◇「第12回日韓漁業共同委員会第３回小委
員会」及び「第12回日韓漁業共同委員会」
の結果について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成21年度第２回食料・農業・農村政策
審議会農業共済部会の開催について（経営
局保険課保険数理室）
◇「平成21年度第６回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）
◇第９回「卸売市場の将来方向に関する研
究会」の開催について（総合食料局流通課）

16日貂◇赤松農林水産大臣の「『食』と『農』を
つなぐ、日本を元気にするシンポジウム」
への出席について（大臣官房食料安全保障
課食料自給率向上対策室）
◇オーストリア産牛肉の混載事例について

（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成21年度獣医事審議会第２回計画部
会」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局畜水産安全管理課）

17日貉◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）

18日貅◇「第2回路網・作業システム検討委員会」
の開催及び傍聴について（森林整備部整備
課）
◇「第１回国産材の加工・流通・利用検討
委員会」の開催及び傍聴について（林野庁
林政部木材産業課）
◇「農業新技術2010」の選定について（農
林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会技術小委員会（平成21年度第
１回）」の開催及び傍聴について（農村振
興局整備部設計課計画調整室）
◇平成21年度病害虫発生予報第10号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）

19日貊◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（大臣官房食料安全保障課食料自給
率向上対策室、農林水産省中国四国農政局
企画調整室）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（林野庁国有林野部経営企画課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて（水産庁資源管理部国際課）

22日豺◇スペインからの家きん肉等の輸入停止措
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置の解除について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇「平成21年度水産関係公共事業に関する
事業評価技術検討会」の開催について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）
◇平成21年度農林水産政策研究所シンポジ
ウム「条件不利地域対策の現状と課題」の
開催について（農林水産政策研究所交流情
報課、広報資料課）

23日貂◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
〜「第14回竜王農業を考える農政懇談会」
への出席〜（大臣官房政策課戸別所得補償
制度推進チーム、農林水産省近畿農政局戸
別所得補償制度推進対策室、農林水産省近
畿農政局滋賀農政事務所農政推進課）
◇舟山農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（大臣官房国際部国際政策課）
◇「第４回学校の木造設計等を考える研究
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部木材利用課）
◇愛知県において発生した高病原性鳥イン
フルエンザに係る疫学調査結果について

（消費・安全局動物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会
地球環境小委員会」「林政審議会施策部会
地球環境小委員会」「水産政策審議会企画
部会地球環境小委員会」第12回合同会議の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課）
◇「水産政策審議会第28回企画部会」の開
催について（水産庁漁政部企画課）

24日貉◇「農業資材審議会農業機械化分科会（第
９回）」の開催及び傍聴について（生産局
農業生産支援課）
◇「水産政策審議会第45回資源管理分科会」
の結果について（水産庁漁政部漁政課）
◇平成22年度畜産物価格及び関連対策につ
いて（生産局畜産部牛乳乳製品課、生産局
畜産部食肉鶏卵課、生産局畜産部畜産企画
課）
◇「明日の農山漁村を担う女性」表彰等受
賞者の決定及び表彰式の開催について（経
営局人材育成課女性・高齢者活動推進室）

25日貅◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
14回年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）

◇「2010年春の農作業安全確認運動」の実
施について（生産局農業生産支援課）
◇平成22年全国山火事予防運動の実施につ
いて（林野庁森林整備部研究・保全課森林
保護対策室）
◇「グリーンウェイブ2010」の実施につい
て（林野庁森林整備部研究・保全課森林保
全推進室）
◇平成22年1月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「日・ツバル漁業協議」の結果について

（水産庁資源管理部国際課）
26日貊◇「国際捕鯨委員会（IWC）の将来に関

する小作業部会」及び「IWC中間会合」の
開催について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（H22年１月１日〜H22年１月31日
異動情報提供分）（農林水産技術会議事務
局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室、
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇肥料原料の安定確保に関する論点整理に
ついて（生産局農業環境対策課）
◇生産局農業環境対策課（大臣官房環境バ
イオマス政策課バイオマス推進室）
◇平成21年度独立行政法人森林総合研究所
の水源林造成事業評価技術検討会の開催に
ついて（林野庁森林整備部整備課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（大臣官房食料安全保障課食料自給
率向上対策室、農林水産省北海道農政事務
所農政推進課企画調整グループ）
◇「林野庁事業評価技術検討会」の開催及
び一般傍聴のお知らせについて（林野庁林
政部企画課）
◇第６回「花き産業振興方針検討会」の開
催及び傍聴について（生産局生産流通振興
課花き産業振興室）
◇平成21年度第３回林政審議会施策部会の
開催及び一般傍聴について（林野庁林政部
企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第20回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
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（総合食料局食糧部食糧貿易課） 〈法令〉
２月２日貂◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第７号）を公布（同
日施行）

３日貉◇エネルギーの使用の合理化に関する法律
第八十七条第十四項の規定による立入検査
証の様式を定める省令の一部を改正する省
令（農林水産省令第８号）を公布（エネル
ギーの使用の合理化に関する法律の一部を
改正する法律（平成20年法律第47号）第２
条の規定の施行の日（平成22年４月１日）
から施行）

４日貅◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第９号）を公布（同日施行）
◇飼料の安全性の確保及び品質の改善に関
する法律施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第10号）を公布（同日施行）
17日貉◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第11号）
を公布（同日施行）

18日貅◇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
の施行に伴う存続組合が支給する特例年金
給付等に関する省令の一部を改正する省令

（農林水産省令第12号）を公布（平成22年
４月１日）から施行）

３　月

３月１日豺◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて〜「FOODEXJAPAN2010」オープニ
ングセレモニーへの出席〜（総合食料局食
品産業企画課）
◇「新たな農林水産省知的財産戦略」の策
定について（生産局知的財産課）
◇「農業資材審議会飼料分科会」及び「同
安全性部会」の開催について（消費・安全
局畜水産安全管理課）
◇「卸売市場の将来方向に関する研究会（第
10回）」の開催及び傍聴について（総合食
料局流通課）
◇農業資材審議会種苗分科会の開催につい
て（生産局知的財産課種苗審査室）

２日貂◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年１
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月）（総合食料局食糧部計画課）
３日貉◇平成20年度林業機械保有状況調査結果の

概要について（林野庁森林整備部研究・保
全課技術開発推進室）

４日貅◇「第２回森林・林業基本政策検討委員会」
の開催及び傍聴について（林政部企画課森
林・林業基本政策検討室）
◇「料理人」を対象とした新たな顕彰制度
の創設について〜農林水産省「食の名匠」

（仮称）授与制度〜（総合食料局食品産業
振興課外食産業室）
◇「郡司農林水産副大臣の国内出張につい
て」〜平成21年度農業者大学校卒業式への
出席〜（経営局人材育成課）
◇「国際グリーン・ツーリズムシンポジウ
ム」の開催について（農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇「瀬戸内海広域漁業調整委員会」の開催
について（水産庁資源管理部管理課資源管
理推進室、瀬戸内海広域漁業調整委員会事
務局（水産庁瀬戸内海漁業調整事務所）

５日貊◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
14回年次会合」の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第21回）」の開催及び傍聴について（平成
22年３月11日修正）（大臣官房政策課）
◇「国際捕鯨委員会（IWC）の将来に関
する小作業部会」及び「IWC中間会合」の
結果について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇「第７回オーライニッポン大賞」及び「第
19回食アメニティコンテスト」の選賞及び
表彰式の開催について（農村振興局農村政
策部都市農村交流課、農村振興局農村政策
部都市農村交流課）
◇水田・畑作経営所得安定対策の交付金交
付に係る調査の結果について（経営局経営
政策課経営安定対策室）
◇食品企業の商品情報の開示のあり方検討
会の開催について（消費・安全局表示・規
格課）
◇平成22年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」（機関連携強化型
研究）の公募要領の公表について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）
◇平成22年第４回「みどりの学術賞」受賞

者の決定について（内閣府大臣官房総務課
みどりの学術賞及び式典担当室、林野庁研
究・保全課森林保全推進室、国土交通省公
園緑地・景観課緑地環境室）
◇水稲の作柄に関する委員会（平成21年産
第４回）の開催及び傍聴について（大臣官
房統計部生産流通消費統計課）
◇「水産政策審議会第28回企画部会」の結
果について（水産庁漁政部企画課）
◇「第８回森の“聞き書き甲子園”フォー
ラム」の開催について（林野庁森林整備部
研究・保全課森林保全推進室、森の“聞き
書き甲子園”実行委員会事務局NPO法人
共存の森ネットワーク）

８日豺◇「第４回ため池百選選定委員会」の開催
について（農村振興局整備部防災課）
◇「農林物資規格調査会総会（平成21年度
第３回）」の開催及び傍聴について（消費・
安全局表示・規格課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第35回家きん疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）

９日貂◇集落営農組織への第２回アンケート調査
結果（平成21年６月実施）の公表について

（農林水産政策研究所）
◇「日本海・九州西広域漁業調整委員会」
の開催について（林野庁資源管理部管理課
資源管理推進室）

10日貉◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（農村振興局整備部水資源課）
◇そば加工品の表示に関する特別調査の実
施結果について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）

11日貅◇「平成21年度獣医事審議会第３回計画部
会」の開催及び一般傍聴について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇「平成21年度第7回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室）

12日貊◇商品取引員に対する行政処分について
（総合食料局商品取引監理官）
◇山田農林水産副大臣の海外出張について

（水産庁資源管理部国際課）
◇日ロさけ・ます漁業交渉の開催について

（水産庁資源管理部国際課）
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◇「平成21年度木材需給会議」の開催及び
傍聴について（林野庁林政部木材利用課）
◇「ワシントン条約（CITES）第15回締
約国会議」の開催について（水産庁増殖推
進部漁場資源課）
◇局地激甚災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令について（経営局
経営政策課災害総合対策室）

15日豺◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室、
農林水産省中国四国農政局生産経営流通部
畜産課）
◇「平成21年度農業農村整備事業優良地区
コンクール」の選賞及び表彰式の開催につ
いて（農村振興局整備部農地資源課経営体
育成基盤整備推進室）
◇「平成21年度土地改良事業地区営農推進
優良事例表彰」の選賞及び表彰式の開催に
ついて（農村振興局整備部農地資源課）
◇「卸売市場の将来方向に関する研究会（第
11回）」の開催及び傍聴について（総合食
料局流通課）

16日貂◇－諫早湾干拓事業－諫早湾干拓事業の潮
受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響
評価の実施について（方法の決定のお知ら
せ）（農村振興局整備部農地資源課）
◇「食料・農業・農村政策審議会農業農村
振興整備部会技術小委員会（平成21年度第
2回）」の開催及び傍聴について（農村振興
局整備部設計課計画調整室）
◇「第5回学校の木造設計等を考える研究
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部木材利用課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第22回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）

17日貉◇「平成22年度第１回リスク管理検討会」
の開催について（消費・安全局消費・安全
政策課）
◇平成22年産水稲の10a当たり平年収量に
ついて（大臣官房統計部生産流通消費統計
課）
◇「太平洋広域漁業調整委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部管理課資源管理

推進室、水産庁仙台漁業調整事務所）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について

（林野庁森林整備部整備課）
18日貅◇「日ロ漁業合同委員会第26回会議」の結

果について（水産庁資源管理部国際課）
◇山田農林水産副大臣の海外出張について

（水産庁増殖推進部漁場資源課、水産庁資
源管理部国際課）
◇第４回農業生産工程管理（GAP）の共
通の基盤づくりに関する検討会の開催につ
いて（生産局技術普及課）
◇「途上国の森林減少・劣化対策に関する
国際セミナー」の結果について（林野庁森
林整備部計画課海外林業協力室）
◇「第２回バイオマス活用推進専門家会議」
の開催について（大臣官房環境バイオマス
政策課バイオマス推進室）
◇第61回獣医師国家試験の結果について

（消費・安全局畜水産安全管理課）
19日貊◇株式会社ゼストクックの産業活力の再生

及び産業活動の革新に関する特別措置法に
基づく事業再構築計画の認定について（総
合食料局食品産業振興課外食産業室）
◇「卸売市場の将来方向に関する研究会（第
12回）」の開催及び傍聴について（総合食
料局流通課）
◇「第18回優良外食産業表彰」における受
賞者の決定及び表彰式典の開催について

（総合食料局食品産業振興課外食産業室）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について

（林野庁林政部林政課）
◇「食料・農業・農村政策審議会企画部会

（第23回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
〜茨城町麦・大豆作付連絡協議会主催の研
修会への出席〜（大臣官房政策課戸別所得
補償制度推進チーム、関東農政局茨城農政
事務所農政推進課）
◇「平成21年農林水産物等輸出実績（確定
値）」について（大臣官房国際部国際経済
課貿易関税チーム輸出促進室）
◇赤松農林水産大臣の海外出張につて（大
臣官房国際部国際政策課）

23日貂◇2009年木材輸入実績（林野庁林政部木材
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利用課木材貿易対策室）
◇「第６回日中農業担当省事務次官級定期
対話」の開催について（大臣官房国際部国
際経済課経済連携チーム）
◇「食料・農業・農村政策審議会食糧部会」
の開催及び傍聴について（総合食料局食糧
部計画課）
◇「第６回農地・水・環境保全向上対策第
三者委員会」の開催及び傍聴について（農
村振興局整備部農地資源課農地・水・環境
保全対策室）

24日貉◇「第３回森林・林業基本政策検討委員会」
の開催及び傍聴について（林野庁林政部企
画課）
◇「主要木材の需給見通し（平成22年第
２四半期及び第３四半期）」について（林
政部木材利用課）
◇「第６回日中農業担当省事務次官級定期
対話」の結果について（大臣官房国際部国
際経済課経済連携チーム）
◇農林水産省と環境省の連携による「田ん
ぼの生きもの調査2009」の結果について（農
村振興局整備部設計課計画調整室）

25日貅◇株式会社春陽堂の産業活力の再生及び産
業活動の革新に関する特別措置法に基づく
事業再構築計画の認定について（総合食料
局食品産業振興課外食産業室）
◇「第22回食料・農業・農村政策審議会」
の開催及び傍聴について（大臣官房政策課）
◇「ため池百選」の選定について（農村振
興局整備部防災課）
◇平成21年度第２回対馬暖流系アジ・サバ・
イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推進部
漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
ンター西海区水産研究所業務推進部）
◇平成21年度第３回太平洋イワシ・アジ・
サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推進部
漁場資源課、独立行政法人水産総合研究セ
ンター中央水産研究所業務推進部）
◇自然再生推進法に基づく自然再生事業の
進捗状況の公表について（大臣官房環境バ
イオマス政策課）
◇ドイツからの家きんの輸入停止措置の解
除について（消費・安全局動物衛生課国際
衛生対策室）
◇フランス（ドゥ・セーブル県）からの家

きん及び家きん肉等の輸入停止措置の解除
について（消費・安全局動物衛生課国際衛
生対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会平成21年
度第７回畜産部会」の開催について（生産
局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇平成22年２月の国内産米穀の卸小売価格
の概況について（総合食料局食糧部計画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年２
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇「平成21年度第４回食料・農業・農村政
策審議会果樹部会」の開催について（生産
局生産流通振興課）

26日貊◇「飼料の安全性の確保及び品質の改善に
関する法律の規定に基づき規格に合わない
飼料に該当するおそれがある飼料を指定す
る告示の一部改正案」に対する意見・情報
の募集について（消費・安全局畜水産安全
管理課）
◇組換えDNA技術応用飼料の安全性確認
申請案件についての御意見・情報の募集（パ
ブリックコメント）について（消費・安全
局畜水産安全管理課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について

（水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策
室）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の概要について

（林野庁森林整備部整備課）
◇「卸売市場の将来方向に関する研究会」
報告の取りまとめについて（総合食料局流
通課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年２月１日〜平成22年2月
28日異動情報提供分）（農林水産技術会議
事務局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）
室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）
◇「ワシントン条約（CITES）第15回締
約国会議」の結果について（水産庁増殖推
進部漁場資源課）
◇「水産政策審議会第22回漁港漁場整備分
科会」の開催について（水産庁漁港漁場整
備部計画課）
◇「日・モロッコ政府間漁業協議」の開催
について（水産庁資源管理部国際課海外漁
業協力室）
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29日豺◇「海外食料需給レポート2009」の公表に
ついて（大臣官房食料安全保障課）
◇オーストラリア産カンキツ属植物の生果
実に係る農林水産大臣が定める基準を一部
改正することについての意見・情報の募集
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「平成20年度かび毒含有実態調査」の結
果について（消費・安全局農産安全管理課）
◇平成22年度全国家畜衛生主任者会議の開
催及び傍聴について（消費・安全局動物衛
生課）

30日貂◇「第５回戸別所得補償制度推進本部」の
開催について（大臣官房政策課戸別所得補
償制度推進チーム）
◇遺伝子組換えトウモロコシ及びワタの第
一種使用等に関する承認に先立っての意
見・情報の募集（パブリックコメント）に
ついて（消費・安全局農産安全管理課）

31日貉◇平成22年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇生きものマークガイドブックの公表につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇バイオマスタウンの公表（第41回）につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇「農林水産省環境報告書2009」の公表に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張につい
て（大臣官房政策課戸別所得補償制度推進
チーム、関東農政局茨城農政事務所農政推
進課）
◇「獣医療を提供する体制の整備を図るた
めの基本方針」（案）についての意見・情
報の募集について（消費・安全局畜水産安
全管理課）

〈法令〉
３月１日豺◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第13号）を公布（同
日施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第１
号）を公布（平成22年４月１日から施行）

◇対内直接投資等に関する命令及び外国為
替法令に係る行政手続等における情報通信
の技術の利用に関する法律施行規則の一部
を改正する命令（内閣府・総務省・財務省・
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省・国土交通省・環境省令第１号）
を公布（平成22年４月１日から施行）
◇農水産業協同組合貯金保険法施行規則の
一部を改正する命令（内閣府・財務省・農
林水産省令第１号）を公布（信託法の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律（平
成18年法律第109号）附則第３号に掲げる
規定の施行の日（平成22年７月１日）から
施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第１号）を公
布（資金決済に関する法律の施行の日（平
成22年４月１日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第14号）を公布（資
金決済に関する法律の施行の日（平成22年
４月１日）から施行）

９日貂◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第15号）を公布（平
成22年３月11日から施行）

10日貉◇日本中央競馬会の平成二十二年事業年度
における日本中央競馬会法第二十九条の二
第三項の割合を定める政令（政令第25号）
を公布（同日施行）
◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第16号）を公布（平成22

年３月11日から施行）
17日貉◇過疎地域自立促進特別措置法の一部を改

正する法律（法律第３号）を公布（平成22

年４月１日から施行）
◇平成二十一年八月八日から同月十一日ま
での間の豪雨及び暴風雨による災害につい
ての激甚災害並びにこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令の一部を改正する
政令（政令第27号）を公布（同日施行）
◇平成二十一年等における特定地域に係る
激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の
指定に関する政令（政令第28号）を公布（同
日施行）
◇農林水産省の職員が検査の際に携帯する



農　政　日　誌 －393－

身分証明書の様式を定める省令の一部を改
正する省令（農林水産省令第17号）を公布

（金融商品取引法等の一部を改正する法律
の施行の日（平成22年４月１日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第18号）を公布（同
日施行）

18日貅◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（財務省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・環境省令第１号）を公布

（平成22年４月１日から施行）
19日貊◇農林水産省組織規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第19号）を公布（平成22

年３月22日から施行）
◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第１号）
を公布（平成22年３月23日から施行）

23日貂◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令の一部を改正する省令（農林水産省令第
20号）を公布（同日施行）

24日貉◇森林法施行規則及び森林法施行令別表第
三林道の開設に要する費用の項第六号等に
規定する林道網の枢要部分となるべき林道
の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価
の項目並びに当該項目に係る調査、予測及
び評価を合理的に行うための手法を選定す
るための指針、環境の保全のための措置に
関する指針等を定める省令の一部を改正す
る省令（農林水産省令第21号）を公布（自
然公園法及び自然環境保全法の一部を改正
する法律の施行の日（平成22年４月１日）
から施行）

25日貅◇農業災害補償法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第22号）を公布（平
成22年４月１日から施行）
◇平成十二年から平成二十年までの間の火
山現象による東京都三宅村の区域に係る災
害についての激甚災害の指定及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令の一
部を改正する政令（政令第36号）を公布（同
日施行）
◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関
する特別措置法施行令の一部を改正する政
令（政令第38号）を公布（同日施行）

26日貊◇独立行政法人水資源機構の業務運営に関

する省令の一部を改正する省令（厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
令第１号）を公布（平成22年４月１日から
施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第23号）を公布（同
日施行）

31日貉◇平成二十二年度における財政運営のため
の公債の発行の特例等に関する法律（法律
第７号）を公布（平成22年４月１日から施
行）
◇過疎地域自立促進特別措置法施行令等の
一部を改正する政令（政令第47号）を公布

（平成22年４月１日から施行）
◇特定商取引に関する法律施行令の一部を
改正する政令（政令第62号）を公布（平成
22年４月１日から施行）
◇過疎地域自立促進特別措置法施行規則の
一部を改正する省令（総務省・農林水産省・
国土交通省令第１号）を公布（平成22年４
月１日から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の危機対応円
滑化業務の実施に関し必要な事項を定める
省令の一部を改正する省令（財務省・農林
水産省・経済産業省令第１号）を公布（同
日施行）
◇エコツーリズム推進法施行規則の一部を
改正する省令（文部科学省・農林水産省・
国土交通省・環境省令第１号）を公布（自
然公園法及び自然環境保全法の一部を改正
する法律の施行の日（平成22年４月１日）
から施行）
◇農薬の販売の禁止を定める省令の一部を
改正する省令（農林水産省令第24号）を公
布（平成22年４月１日から施行）
◇種苗法施行規則の一部を改正する省令

（農林水産省令第25号）を公布（平成22年
４月１日から施行）
◇林業経営基盤の強化等の促進のための資
金の融通等に関する暫定措置法施行規則の
一部を改正する省令（農林水産省令第26号）
を公布（平成22年４月１日から施行）
◇海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止
施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担法を施行する省令の一部を
改正する省令（農林水産省令第27号）を公
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平成２１年４月１日現在

）～61.9.12（隆広松赤茂破石

）～81.9.12（彦正田山稔祝田石

）～81.9.12（彰司郡彦基藤近

（博隆木々佐拓藤江 21. 9.18 ～）

）～81.9.12（江康山舟郎哲村野

）～91.9.02（雄道出井雄道出井

）～41.7.12（路修田山德秀上村

）～42.01.12（仁貴泉水資淵瀬

）～61.9.12（城公山秋史啓田得

職　　　　　　名

農林水産省幹部職員名簿
（＊氏名は全て常用漢字等を使用しています）

農 林 水 産 大 臣

農 林 水 産 副 大 臣

農 林 水 産 副 大 臣

農 林 水 産 大 臣 政 務 官

農林水産大臣秘書官事務取扱

農 林 水 産 大 臣 政 務 官

農 林 水 産 事 務 次 官

農 林 水 産 審 議 官

農 林 水 産 大 臣 秘 書 官

平成２２年３月３１日現在

○  大 臣 官 房 
）～5.1.12（典正藤佐典正藤佐

）～5.1.12（朗寿原針朗寿原針

）～5.1.12（実重重實実重重實

）～01.7.91（志岳田吉志岳田吉

）～41.7.12（樹眞井坂敏井今）局営経兼（官議審価評策政

）～01.7.91（樹直田林樹直田林)際国(官議審

）～41.7.12（人章原宮茂風小）際国（官議審

審議官 (兼消費・安全局兼総合食料局) （子紀友田山子紀友田山 19. 7.10 ～）

）～11.7.02（勝田梅勝田梅）局全安・費消兼（官議審

）～91.9.02（夫邦栗小夫邦栗小）局産生兼境環（官議審

）～41.7.12（茂風小也浩上道)局産生兼(官議審

）～91.7.71（夫和口原夫和口原）際国･境環（官事参

）～41.7.12（郎一本藤樹眞井坂）局営経兼（官事参

（雄康木々佐雄康木々佐 21. 1. 5 ～）

）～5.1.12（道俊井石道俊井石

）～4.7.02（之賢﨑百之賢﨑百長室道報

）～92.3.12（行広松末行広松末

）～62.3.12（晴健城今晴健城今

）～41.7.12（洋橋髙隆川荒

）～82.5.91（彰澤柄彰澤柄

）～5.１.12（寿田石寿田石

（郎一多本郎一多本長室査監計会 21. 4. 1 ～）

）～5.１.12（雄靜藤伊雄靜藤伊

）～1.4.02（和憲田岡和憲田岡

井 上 明 櫻 庭 英 悦 （ 21. 7.14 ～）

技 術 総 括 審 議 官

地 方 課 長

情 報 評 価 課 長

政 策 報 道 官

総 務 課 長

政 策 課 長

官 房 長

総 括 審 議 官

総括審議官 （ 国 際 ）

秘 書 課 長

文 書 課 長

予 算 課 長

厚 生 課 長

経 理 課 長

井 上 明 櫻 庭 英 悦 （ 21. 7.14 ）

情 報 分 析 ・評価室長 ）～41.7.12（勲部阿和雅渕池

末 松 広 行 食料安全保障課長 大 澤 誠 （ 21. 5.16 ～）

食料自給率向上対策室長 ）～1.4.12（朗哲草牛朗哲草牛

情 報 評 価 課 長

食料安全保障課長事務代理
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農林水産省幹部職員名簿 －399－

）～1.8.02（明和地引明和地引

産 学 連 携 室 長 ）～41.7.12（彦豊合川典良木鈴

（郎太亮木鈴郎太亮木鈴 20. 8. 1 ～）

）～1.8.02（樹秀関尾樹秀関尾

）～41.7.12（均平小弘泰川早

）～41.7.12（修山神毅井新

）～1.8.02（夫道田柴夫道田柴

）～1.8.02（元尾松元尾松

）～5.1.12（義昌藤齋義昌藤齋

）～1.4.12（誠野髙誠野髙

）～1.8.02（靖登能

）～1.1.22（欠

靖登能

佐 藤 義 和

○  林   野   庁
）～41.7.12（助泰田島男邦藤内

）～41.7.12（亘坂宮助泰田島

）～41.7.12（悟髙飯温信山小

）～41.7.12（水速藤佐洋橋髙

）～1.4.02（司幸元牧司幸元牧

）～41.7.12（隆東安修山神

）～71.1.02（史尚澤石史尚澤石長室策対働労業林

特用林産対策室長 森 川 誠 道 森 川 誠 道 （ 20. 1.17 ～）

研 究 開 発 官

研 究 開 発 官

国 際 研 究 課 長

企 画 課 長

経 営 課 長

研 究 開 発 官

研 究 調 整 官

技 術 広 報 官

研 究 調 整 官

研 究 調 整 官

研 究 推 進 課 長

長 官

次 長

林 政 部 長

林 政 課 長

研 究 調 整 官

研究調整官 （兼大臣官房 ）

特用林産対策室長 森 川 誠 道 森 川 誠 道 （ 20. 1.17 ）

）～4.7.02（哉信木鈴哉信木鈴

）～41.7.12（和雅渕池人隼本岩

）～1.4.02（行利木赤行利木赤長室策対易貿材木

）～1.01.12（光賴元津俊正田沼

）～4.7.02（雄三部矢雄三部矢

（郎一真田柳郎一真田柳長室整調画企工施 20. 7. 4 ～）

森林総合利用・山村振興室長 ）～4.7.02（俊秀厨俊秀厨

）～1.4.91（夫邦水清夫邦水清長室力協業林外海

）～1.2.22（輔賢後肥美正川黒

）～1.9.12（弥直田池隆寺林西長室策対伐間林造

（作俊山之平三省端川 21.10. 1 ～）

）～1.4.12（俊光出井俊光出井長室策対害災地山

（次浩山中次浩山中長室策対山治地源水 20. 8. 1 ～）

（郎太晃谷渋郎太晃谷渋 19. 7.10 ～）

）～1.4.12（之和上渕之和上渕長室進推発開術技

）～1.21.12（喜寛本松一龍山飛長室進推全保林森

）～1.4.12（毅村中毅村中長室策対護保林森

）～1.01.12（俊正田沼政隆田福

）～41.7.12（毅井新之徳藤須

）～1.01.12（雄晴井石草千岡花長室査監

）～1.01.12（二浩郷本司修沖

（博正井中博正井中長室理管報情 19.10. 1 ～）

）～1.01.12（三省端川二浩郷本

）～1.4.12（晃野河晃野河長室理管野林有国

国有林野総合利用推進室長 ）～1.9.12（敏秀角司浩口野

古 久 保 英 嗣 奥 田 辰 幸 （ 21. 9. 1 ～）

治 山 課 長

管 理 課 長

整 備 課 長

研 究 ・ 保 全 課 長

木 材 利 用 課 長

業 務 課 長

経 営 企 画 課 長

職 員 ・ 厚 生 課 長

木 材 産 業 課 長

国 有 林 野 部 長

森 林 整 備 部 長

計 画 課 長

古 久 保 英 嗣 奥 田 辰 幸 （ 21. 9. 1 ）

（一龍山飛博敏田内長室生厚利福 21.12. 1 ～）

職 員 厚 生 課 長

（裕雅川瀬裕雅川瀬長室全安術技 20. 8. 1 ～）
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