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第１節　国会関係

１　平成22年中の国会状況

　平成22年中には次の３国会が開催された。

　 国会回次　　　 召集日　　 閉会日　　　会　期
第174回通常会　　 22. 1.18　　22. 6.16　　 150日間
第175回臨時会　　 22. 7.30　　22. 8. 6　　　 8日間
第176回臨時会　　 22.10. 1　　22.12. 3　　　64日間

２　第174回国会（通常会）の総括

⑴　会　　期
　第174回国会は１月18日に召集され、同日開会式が
行われ、会期は６月16日までの150日間であった。

⑵　平成21年度第２次補正予算審議
ア　第２次補正予算審議
　１月18日の（衆）（参）本会議で、平成21年度第
２次補正予算案（総額7.2兆円）に係る菅財務大臣
の財政演説が行われた。
　この補正予算案は、平成21年12月に決定された緊
急経済対策を受けて編成されており、「雇用」「環
境」「景気」を主要分野と位置付け、農水省関係で
は、森林・林業再生等の環境対策、林業と漁業を中
心とした金融対策、災害復旧など総額314億円が盛
り込まれた。
　19日に（衆）本会議で財政演説に対する質疑、
20日に（参）本会議で財政演説に対する質疑及び
（衆）予算委で提案理由説明、21日及び22日に基本
的質疑、25日に締め括り質疑行われ、同日、可決
された。締めくくり総括質疑後の討論では、（与）
（公）（み）が賛成を表明し、同日、（衆）本会議に
おいて可決され、（参）に送付された。
　（参）に送られた本補正予算案は、26日に提案理
由説明、26日及び27日に基本的質疑、28日に締め
くくり質疑が行われ、同日、可決された。同日の
（参）本会議において、（与）（公）などの賛成多数
で可決、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、農水省関係で
は、林野特別会計、林業再生、産業獣医師の不足問
題などについて議論が行われた。

ウ　開会式、施政方針演説と主な議論
　平成21年度第２次補正予算が成立した翌日の29日
（金）に、（衆）（参）本会議において、鳩山内閣総
理大臣の施政方針演説、岡田外務大臣の外交演説、
菅財務大臣兼内閣府特命大臣（経済財政政策）の財
政演説及び経済演説の政府四演説が行われた。
　鳩山総理の施政方針演説では、「いのちを守りた
い」とのフレーズを多用し、平成22年度予算も「い
のちを守る予算」と名付け、公共事業費を削減する
一方で、社会保障費や文教科学費を増やすメリハリ
をつけた予算編成であるとした。
　農水省関係では、新たな価値を創出する六次産業
化の推進、戸別所得補償制度を飛躍のバネとした農
業再生、食料自給率50％を目指すことが表明された。
　政府四演説に対する代表質問は、（衆）で２月１
日（月）及び２日（火）の２日間、（参）で２日
（火）及び３日（水）の２日間行われた。
　施政方針演説に対する代表質問において、農水省
関係では、戸別所得補償制度などについて議論が行
われた。

⑶　平成22年度総予算審議
ア　予算審議の概要
　平成22年度総予算案（一般会計総額92兆３千億
円）は、１月22日（金）に提出された。
　農水省関係では、戸別所得補償制度、食料の安定
供給の確保に直接的に資する支援など２兆５千億円
が盛り込まれた。
　（衆）では２月４日（木）に提案理由説明を行
い、平成22年度総予算の審議が始まった。
　19日（金）には地方公聴会（新潟県：農業関係視
察、大阪府：中小企業関係視察）、24日（水）には
中央公聴会が開催された。
　３月２日（火）に、（与）（野）合意の下、締めく
くり質疑・討論が行われ、可決した（（自）（共）は
組み替え動議を提出、（野）は出席の上反対）。同
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日、（衆）本会議で平成22年度総予算案が可決し、
（参）に送付された。
　（参）では、３月３日（水）に提案理由説明を行
い、審議が開始され、 16日（火）には中央公聴会、
24日（水）に締めくくり質疑が行われ、可決され
た。同日、（参）本会議で可決され、成立した。
　平成22年度総予算額の一般会計総額は92兆３千億
円と過去最大で、３月24日（水）での予算成立は、
戦後５番目の早さだった。

イ　平成22年度総予算案審議における主な議論
　農水省関係では、戸別所得補償制度、食料自給
率、担い手及び集落営農、森林・林業再生プラン、
土地改良事業や農業農村整備事業、食料・農業・農
村基本計画などについて議論が行われた。

⑷　決算審議
　平成20年度決算は、第173回国会開会中の平成21年
11月24日（火）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21年11月30
日（月）に（参）決算委に付託、平成22年１月18日
（月）に（衆）決算行政監視委に付託された。
ア　（衆）決算行政監視委
　（衆）決算行政監視委では、４月６日（火）に平
成20年度決算の概要説明等が財務大臣から行われ
た。５月11日（火）に分科会の設置が議決され、農
水省は、厚労省、経産省とともに第３分科会で審査
されることとなった。第３分科会は５月17日（月）、
18日（火）及び20日（木）に行われた。しかし、締
めくくり総括質疑については、会期中に開会されな
い結果となり、継続案件となった。

イ　（参）決算委
　（参）決算委では、１月27日（水）に平成20年度
決算報告及び平成19年度決算議決等政府措置報告
が財務大臣から行われた。省庁別審査が４月５日
（月）から５月17日（月）にかけて７回に分けられ
行われ、農水省の審査は、４月26日（月）に経済産
業省、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫ととも
に行われた。しかし、准総括質疑及び締めくくり総
括質疑については、会期中に開会されない結果と
なった。

⑸　法案審議概要
　政府提出法案は、新規提出が64件、継続が２件あ
り、新規提出では35件が成立（成立率54.7％）、継続
では成立は１件となった。特に終盤国会においては、
７月に参議院選挙を控えて審議日程の確保が厳しい
中、６月２日（水）の鳩山総理の退陣表明により、
（民）代表選と国会での首相指名や組閣などで６月中

旬まで法案審議がストップし、結果、重要法案である
政治主導確立法案や労働者派遣事業適正法案は継続審
査となり、国家公務員法案や郵政改革関連３法案は廃
案となるなど、厳しい審議結果となった。

⑹　農林水産委員会関係
ア　農水省提出法案の審議結果
　今国会では、農水省提出４法案（予算関連２法
案）のうち成立したものは、２法案（農業改良資金
法案、公共建築物木材利用促進法案）のみであり、
その他２法案については、継続審査（農林漁業６次
産業化法案）、廃案（農水省設置法案）という極め
て厳しい審議結果となった。
　また、口蹄疫の発生に伴い、議員立法として、
（衆）口蹄疫対策特別措置法案が成立した。
イ　法案審議の状況
ア　法案審議順、本会議登壇もの
　閣法の法案審議順については、まずは農業改良
資金法案を審議し、その後は、つるしが下りない
農水省設置法案が先送りされ、公共建築物木材利
用促進法案、農林漁業六次産業化法案を優先し、
審議が進めることとなった。
　うち、農林漁業六次産業化法案については、本
会議登壇ものに位置付けられ、５月20日（木）に
（衆）本会議において趣旨説明・質疑が行われた。
　また、４月20日（火）の宮崎県での口蹄疫の発
生に伴い、５月28日（金）に口蹄疫対策特別措置
法案が（衆）農水委員長提案により成立した。
イ　連合審査
　法案審議において、今国会の特徴の一つが、各
委員会で行われた連合審査であり、農水委におい
ても、公共建築物木材利用促進法案の審議におい
て、国交委との連合審査が行われた。
ウ　法案修正、附帯決議
　今国会では、公共建築物木材利用促進法案にお
いて、（野）からの意見を踏まえて法案修正が行
われた。
　また、附帯決議については、成立した農業改良
資金法案及び公共建築物木材利用促進法案で行わ
れた。附帯決議について、農業改良資金法案にお
いては、（与）との調整の観点からも、（与）から
の要求項目が多く採用された。

ウ　主な議員提出法案の動き
ア　（衆）木材利用推進法案（第174国会 （自）
（公）提出）
　本法案は、閣法の公共建築物木材利用促進法案
の対案として、４月15日（木）に（衆）へ提出さ
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れ、４月19日（月）に（衆）農水委に付託され、
20日（火）に閣法とともに提案理由説明が行われ
た。この後、閣法と平行で、質疑、農水委・国交
委の連合審査が行われたが、閣法との修正協議が
整ったため、５月13日（木）に本法案は撤回され
た。

イ　（衆）国産農産物消費拡大法案（第174国会 
（自）提出）
　本法案は、閣法の農林漁業六次産業化法案の対
案として、５月21日（金）に（衆）へ提出され、
５月24日（月）に（衆）農水委に付託され、26日
（火）に閣法とともに提案理由説明が行われた。
この後、６月２日（水）に質疑が予定されていた
が、同日の鳩山総理の辞任表明に伴い農水委が流
会となり、その後審議が行われないまま継続審査
となった。

ウ　（衆）口蹄疫対策特別措置法案（第174国会 
（衆）農水委員長提案、（自）提出、（公）提出）
　本法案は、口蹄疫のまん延防止や国による費用
負担等、生産者の経営と生活再建等のための法案
であり、５月25日（火）に、（衆）農水委員長提
案のほか、（自）及び（公）からも各々提出され
た。本法案は（与）（野）協議が整い、５月26日
（水）に（衆）農水委で委員長提案として全会一
致で可決された。（参）においても全会一致で可
決され、28日（金）に成立した。

エ　（参）茶業振興法案（第174国会 （自）提出）
　会期末が迫る６月14日（月）、（参）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。

オ　（衆）多面的機能法案（第174国会 （自）提出）
　会期末が迫る６月14日（月）、（衆）に提出され
たが、委員会に付託されることなく、（衆）で継
続審査となった。

エ　新しい食料・農業・農村基本計画
　国会においては、新しい食料・農業・農村基本計
画の報告聴取が、３月30日（火）に（衆）農水委
で、４月１日（木）に（参）農水委で行われた。基
本計画に関する一般質疑が、４月６日（火）及び７
日（水）に（衆）農水委で、８日（木）に（参）農
水委で行われた。

⑺　農水省関係の事案
ア　宮崎県における口蹄疫発生
　４月20日（火）未明に、農水省が、宮崎県都農町
で感染が疑われる牛を口蹄疫感染と確認し、直ちに
農水省口蹄疫対策本部が設置された。国内では10年

振りの発生となった。以降、口蹄疫の感染が拡大
し、６月16日（金）現在で、290例目の疑似患畜が
確認され、合計感染頭数は199,246頭（牛37,055頭、
豚162,174頭、山羊９頭、羊８頭）となった。
　国会においては、４月22日（木）の公共建築物木
材利用促進法案の審議の中で口蹄疫に関する質疑が
行われ、以降、（衆）（参）農水委で計６回の口蹄
疫中心の一般質疑、本会議での報告聴取・質疑（総
理入り）が（衆）で５月25日（火）、（参）で26日
（水）に行われた。主に、政府の初動対応、大臣の
４月末からの海外出張、政府の対策、口蹄疫対策特
別措置法案などが議論された。

イ　その他の主なものとして、以下があり、農水委や
予算委等において質疑が行われた。
ア　公共事業等の箇所付け問題
　平成22年度総予算案の審議前に予算の箇所付け
（仮配分）が国交省等から行われたと報道がされ
た後、２月13日（土）付けの北海道建設新聞に、
北海道開発局が実施する農業農村整備と漁港の地
区別予算額が詳細に掲載された。
　国会においては、２月19日（火）の（衆）農水
委や３月１日（月）の（衆）予算委集中審議（鳩
山内閣の基本政策（仮配分等））においても質問
された。
イ　チリ地震による津波被害
　２月27日（土）にチリ中部沿岸で発生した地震
に由来する津波が28日（日）に日本に到達し、宮
城県や岩手県等の太平洋沿岸の養殖施設に大きな
被害（25億円相当）が生じた。
　国会においては、災害特委において、（衆）で
３月11日（木）にチリ地震による津波に関する被
害と対応についての政府からの説明聴取及び一般
質疑が行われるとともに、農水委や予算委等にお
いても質問された。
ウ　ＷＴＯ農業交渉
　ＷＴＯ農業交渉については、１月30日（土）に
スイスのダボスで、約20 ヶ国が参加してＷＴＯ
非公式閣僚会議が開催され、赤松農林水産大臣
が会議に出席した。年内にラウンドを妥結するた
め、貿易自由化ルールの大枠（モダリティ）合意
に全力を尽くすことで一致した。
　また、４月18日（日）から23日（金）にかけ
て、郡司副大臣がケアンズ・グループ閣僚会合へ
出席してＷＴＯ農業交渉について議論するため、
ウルグアイに出張された。
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⑻　農林水産大臣不信任決議案、内閣不信任案及び問
責決議案

　赤松農水大臣の不信任決議案が、口蹄疫対策特別措
置法案の成立直後の５月28日（金）に、（自）（公）
（み）（日）から提出された。口蹄疫に対する初動の遅
れ、被害拡大の中で海外出張や政治活動を行ったこ
と、農水省設置法案に対して（民）から二度趣旨説明
要求をつけられたこと、諫早湾干拓事業の開門調査等
を理由として提出されたが、31日（月）（衆）本会議
において、反対多数で否決された。

⑼　鳩山総理辞任、管内閣発足
　７月11日（日）に参議院選挙を控える中、６月２日
（水）午前に急遽、（民）緊急両院議員総会が開催さ
れ、その場で鳩山総理が、普天間基地問題と社民党の
政権離脱、政治とカネの問題などを理由に総理の職を
辞することを表明した。
　これを受け、６月４日（金）に（民）菅新代表が選
出され、同日、第94代総理大臣に指名された。農林水
産大臣には山田前農水副大臣が任命された。

３　第175回国会（臨時会）の総括

⑴　会　　期
　臨時国会は、７月30日（金）に招集された。会期に
ついては、菅内閣が誕生した前国会（174回国会）に
おいて予算委を開催していなかったことから、（野）
から予算委の開催を強く要求され、（与）（野）協議の
結果、（衆）で８月２日、３日の２日間、（参）で８月
４日、５日の２日間予算委を開催することとなり、結
果、会期が８月６日（金）までの８日間となった。

⑵　法案審議
　今臨時国会で審議された法案では、ＲＦＯ解散延期
法案及び議員歳費日割法案がそれぞれ議員立法で提出
され、（衆）（参）厚労委及び議運委で審議され、可
決・成立した。農林水産省関係では法案提出されてい
ない。

⑶　農林水産委員会
　菅内閣発足後、新大臣となった山田農林水産大臣の
所信が行われていないとの（野）からの要請を踏ま
え、（衆）で農水委が開催されることとなった。
ア　法案審議
　今臨時国会では、農水省からの法案の提出はな
かった。
　第174回国会（常会）で継続審議とされた六次
産業化法案及び（衆）国産農産物消費拡大法案、
（衆）多面的機能法案については、審議は行われ
ず、継続法案となった。

イ　所信的挨拶等
ア　（衆）農水委
　８月３日（火）に（衆）農水委で山田農林水産
大臣による所信的挨拶及び所信的挨拶に対する質
疑が行われた。
イ　（参）農水委
　（参）においては、参院選後であり委員の構成
も決まっていなかったことから、十分な質疑が出
来ないとの意見が（野）から出され、結果、８月
６日（金）に閉中処理のみを行った。

４　第176回国会（臨時会）の総括

⑴　会　　期
　臨時国会は、10月１日（金）に召集され、同日開会
式が行われた。補正予算の審議、法案審議のため会期
は12月３日（金）までの64日間となった。
⑵　所信表明演説と所信表明演説に対する代表質問
　開会式と同日の10月１日（金）に、菅直人総理が所
信表明演説を行い、「有言実行内閣」として「経済成
長」、「財政健全化」、「社会保障改革」の一体的実現、
その前提としての「地域主権改革の推進」、そして国
民全体で取り組む「主体的な外交の展開」を解決すべ
き重要政策課題として、その課題に対する所信を表明
した。
　農水省関連として、「東アジア地域の安定と反映に
向けて」の中で、ＴＰＰ等への参加を検討し、アジア
太平洋自由貿易圏の構築を目指すことが表明された。
　菅総理の所信表明演説に対する代表質問は、（衆）
（本）では10月６日（水）、７日（木）に、（参）（本）
では７日（木）、８日（金）のそれぞれ1.5日間で行わ
れた。
　代表質問では、主に尖閣諸島問題（漁船衝突ビデ
オの公開について）、ＴＰＰへの参加、政治とカネ問
題、マニフェスト実現に向けての財源確保等について
議論された。
　農水省関係では、ＴＰＰへの参加による農業への影
響、戸別所得補償制度、米価下落について議論がされ
た。

⑶　22年度補正予算審議
　政府は10月29日に「円高・デフレ対応のための緊
急総合経済対策」として平成22年度補正予算（総額
４兆９千億円）を提出した。
　農水省関係では、食料自給率の向上に向けた生産基
盤の強化、森林・林業再生プランの実現のための予算
や赤潮被害、口蹄疫への対応など総額1,932億円が計
上された。
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　補正予算の審議は、（衆）予算委では11月４日
（木）に提案理由説明、８日（月）、９日（火）に基本
的質疑を行い、15日（月）に締め括り質疑を行い、16
日（火）に可決され（参）送付された。
　（参）予算委では18日（木）に提案理由説明、総括
質疑、19日（金）総括質疑が行われ、26日（金）に締
め括り質疑・採決を行ったが否決された。
　このため、同日、両院協議会が開催され、同日深夜
に22年度補正予算が成立をした。
　農水省関係では、ＴＰＰへの参加による農業への参
加、戸別所得補償制度などが議論された。

⑷　法案審議の概要
　今臨時国会で審議された法案は、補正予算関係法
案、給与関係法案以外では、保険業法案など一部の法
案だけであった。農水省関係では、閣法の六次産業化
法案及び議員立法である（衆）地産地消法案が審議さ
れた。

⑸　農林水産委員会
ア　法案審議
ア　第176会国会では、農水省からは第174回国会か
らの継続審議となっていた六次産業化法案につい
て引き続き審議がなされた。
　六次産業化法案は（自）から対案が出されてお
り、早くから（与）（野）で協議を行い、（野）か
らの要求を踏まえつつ、法案を修正することで協
議が整ったものの、補正予算審議が難航している
中、質疑・採決を行う日程を確保することが非常
に困難であった。
　そうした中、11月16日（火）の午前、（衆）農
水委を開催し、六次産業化法案の質疑・採決を
行い、全会一致で可決され、午後の（衆）（本）
に緊急上程され、議了処理を行い、異議なし採決
（全会一致）で可決された。
　（参）農水委においても補正予算の審議日程
を睨みながらの日程調整となり、19日（金）に
（参）農水委を開催し、六次産業化法案の提案理
由説明を行い、25日（木）に質疑・採決を行い、
26日（金）の（参）（本）に六次産業化法案も議
了処理を行い、賛成：236、反対：１で可決され
た。

イ　議員立法については、六次産業化法案の対案で
ある（衆）地産地消法案及び戸別所得法案の対案
である（衆）多面的機能法案が第174国会からの
継続審議となっているとともに、赤潮被害に対す
る補償を内容とする（衆）赤潮被害対策特措法
案が（自）から10月19日（火）に提出され、ま

た、（衆）森林法の一部を改正する法律案が同じ
く（自）から11月30日（火）に提出された。
　（衆）地産地消法案は、（与）（野）の協議が整
い、（野）の意見を踏まえ、六次産業化法案を修
正したことから11月16日（火）に撤回された。
　（衆）赤潮特措法案については、補正予算を含
めた予算措置で対応することとし、審議は行われ
ず、継続処理もされなかったことから廃案となっ
た。
　（衆）多面的機能法案及び（衆）森林法の改正
案については、継続審議となった。

イ　所信的挨拶等
　10月18日（月）の週から各（委）において所信
聴取及び所信的挨拶に対する質疑が始まり、（衆）
では所信聴取を20日（水）、質疑を26日（火）に行
い、（参）では所信聴取を19日（火）、質疑を21日
（木）に行った。
　所信質疑では、戸別所得補償制度、米価下落、
TPPへの参加による農業への影響などが議論され
た。
　TPPについては、11月５日（金）に（衆）（参）
農水委でTPPを中心とした議論を行った。

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542件
の名義使用承認を行った。
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第３節　農林水産祭

１　農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与

⑴　農産等６部門
　第49回農林水産祭参加表彰行事（平成21年８月１日
から平成22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305行事であ
り、交付した農林水産大臣賞は517点であった。
　農林水産大臣賞受賞517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：林 良博氏）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（火）
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、鹿野農林水産大
臣の挨拶、次に農林水産祭中央審査委員会会長林良博
氏の天皇杯等選賞審査報告が行われた。その後、八木
（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、瀧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23年１月20日（木）15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49回実りのフェスティバルは、11月12日（金）か
ら13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３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御視察
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、政府特別展示においては、「私たちの
食と環境を支える多彩なチャレンジ」をテーマに、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）や完全養殖ウナギの仔魚などについて紹
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。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25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、17道県・２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46,000人であった。

Ⅰ　平成22年度（第49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、小麦、大豆）

青森県五所川原市 境谷　博顯＊
境谷　キセ＊

第59回全国農業コンクール

園芸 経 営
（ 輪 ぎ く ）

大分県豊後大野市 有限会社　お花屋さんぶんご清川
（代表：小久保　恭一）

第19回花の国づくり共励会
花き技術・経営コンクール

畜産 経 営
（ 酪 農 ）

岡山県岡山市 松崎　　隆＊
松崎　まり子＊

平成21年度全国優良畜産経
営管理技術発表会
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蚕糸・
地域特産

産 物
（ 茶 ）

長崎県東彼杵郡東彼杵町 松尾　政敏 第38回長崎県茶業大会

林産 産 物
（ 木 材 ）

福島県東白川郡塙町 協和木材　株式会社
（代表：佐川　広興）

第37回ＪＡＳ製材品普及推
進展示会

水産 経 営
（流通・消費拡大）

島根県松江市 漁業協同組合ＪＦしまね福浦さわら
の会（代表：桜井　利弘）

第15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

埼玉県比企郡小川町 下里農地・水・環境保全向上対策委
員会（代表：安藤　郁夫）

第32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、夫婦連名で表彰するものである。

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 豆 ）

北海道中川郡豊頃町 山本　達実＊
山本　博子＊

第38回全国豆類経営改善共
励会

園芸 経 営
（ り ん ご ）

青森県弘前市 有限会社　せいの農園
（代表：清野　俊博）

第59回全国農業コンクール

畜産 経 営
（ 養 豚 ）

群馬県渋川市 グローバルピッグファーム　株式会社
（代表：赤地　勝美）

第59回全国農業コンクール

蚕糸・
地域特産

産 物
（ さ と う き び ）

沖縄県宮古島市 川満　長英 第34回沖縄県さとうきび競
作会

林産 技 術・ ほ 場
（ 苗 ほ ）

茨城県那珂市 大森　三男 平成21年度全国山林苗畑品
評会

水産 産 物
（ 水 産 練 製 品 ）

神奈川県小田原市 株式会社　丸う田代
（代表：田代　勇生）

第62回全国蒲鉾品評会

むら
づくり

む ら づ く り
活 動

愛媛県西予市 大野ヶ原開拓組合
（代表：武田　孝司）

第32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、夫婦連名で表彰するものである。

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
（ 大 豆 ）

京都府与謝郡与謝野町 有限会社　あっぷるふぁーむ
（代表：小田　浩二）

第38回全国豆類経営改善共
励会

農産 生 活
（ 生 活 改 善 ）

三重県多気郡多気町 有限会社　せいわの里
（代表：北川　静子）

第59回全国農業コンクール

園芸 経 営
（中型カラーピーマン）

宮崎県西都市 西都市野菜振興会中型カラーピーマ
ン専門部会（代表：鬼塚　長幸）

第39回日本農業賞

畜産 技 術・ ほ 場
（ 飼 料 生 産 ）

熊本県阿蘇郡産山村 上田尻牧野組合
（代表：井　博明）

全国草地畜産コンクール

蚕糸・
地域特産

産 物
（ 葉 た ば こ ）

熊本県玉名市 大家　　泉＊
大家　明子＊

熊本県葉たばこ共進会

林産 経 営
（ 林 業 ）

愛媛県西予市 増田　　清 全国林業経営推奨行事

水産 技 術・ ほ 場
（資源管理・資源増殖）

茨城県日立市 川尻磯もの部隊
（代表：坂本　亮一）

第15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

大分県佐伯市 特定非営利活動法人　かまえブルー
ツーリズム研究会
（代表：橋本　正惠）

第32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、夫婦連名で表彰するものである。
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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22年４月29日（111名）
　旭日中綬章（５名）
　旭日小綬章（９名）
　旭日双光章（30名）
　旭日単光章（29名）
　瑞宝重光章（１名）
　瑞宝中綬章（９名）
　瑞宝小綬章（17名）
　瑞宝単光章（11名）
イ　平成22年11月３日（90名）
　旭日中綬章（１名）
　旭日小綬章（15名）
　旭日双光章（19名）

　旭日単光章（25名）
　瑞宝中綬章（９名）
　瑞宝小綬章（11名）
　瑞宝単光章（10名）

２　春 秋 褒 章

ア　平成22年４月29日（60名）
　黄綬褒章（31名）
　藍綬褒章（29名）
イ　平成22年11月３日（53名）
　黄綬褒章（24名）
　藍綬褒章（29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

Ⅱ　農林水産祭むらづくり部門（第32回豊かなむらづくり全国表彰事業）農林水産大臣賞受賞団体
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）
　大森町グリーン・ツーリズム推進協議会
○田沢頭自治会
　中沢めん羊の里づくり組合

秋田県横手市
山形県西置賜郡小国町
福島県東白川郡鮫川村

（関東ブロック）
　逆面エコ・アグリの里
○下里農地・水・環境保全向上対策委員会
　農事組合法人た・から

栃木県宇都宮市
埼玉県比企郡小川町
山梨県中央市

天皇杯

（北陸ブロック）
○上中村新田集落 新潟県妙高市
（東海ブロック）
○輪之内本戸土地改良組合 岐阜県安八郡輪之内町
（近畿ブロック）
○白王町集落営農組合
　長谷地区

滋賀県近江八幡市
京都府舞鶴市

（中国四国ブロック）
　特定非営利活動法人　かさおか島づくり海社
　宇生賀地区
○大野ヶ原開拓組合

岡山県笠岡市
山口県阿武郡阿武町
愛媛県西予市 内閣総理大臣賞

（九州ブロック）
　松尾百笑村
　七城ホタルを育てる会
○特定非営利活動法人　かまえブルーツーリズム研究会

福岡県八女市
熊本県菊池市
大分県佐伯市 日本農林漁業振興会会長賞

（北海道・沖縄ブロック）
○津別町有機酪農研究会 北海道網走郡津別町

（注）○印は各ブロックの最優良事例である。
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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22年度の検査方針

　農林水産省においては、平成22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
ア　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

イ　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

ウ　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

エ　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
ア　役職員の法令等遵守態勢の確保及び内部統制の
確立

イ　不正・不祥事件の再発防止等の取組状況の検証
ウ　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。）

エ　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（22年度末）
　本省88人（21年度末88人）
　地方農政局60人（21年度末60人）
　　　　　　　　 （沖縄総合事務局２名を含む。）

イ　研修実績
ア　協同組合検査職員研修

初任者研修（基礎コース）　　 ５日間 154名
応用資産査定演習（中堅向け）４日間　90名
中堅総合研修　　　　　　　　４日間　55名
アップ・トウ・デイト研修　　３日間　34名
初任者研修（発展コース）　　 ５日間 122名
金融商品・会計研修　　　　　５日間　82名
春期協同組合検査部部内研修　２日間　10名

イ　検査能力養成研修
事前研修　　　　　　　　　　５日間　８名
インターン研修　　　　　　　３日間　５名

ウ　通信教育
簿記２級コース　　　　　　４ヶ月間　２名
簿記３級コース　　　　　　３ヶ月間　５名
証券アナリストコース　　　８ヶ月間　１名
宅地建物取引主任者コース　６ヶ月間　３名
ビジネス実務法務２級コース　３ヶ月間　１名
中小企業診断士コース　　10 ヶ月間　２名
協同セミナー通信教育コース　５ヶ月間　11名

４　検査の実績等

　22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　経営管理態勢の整備・確立
イ　法令等遵守態勢の整備・確立
ウ　個人情報保護・貯金者データ整備の適正化
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・確立

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 177 69 39.0 844 5,154
 森林組合連合会 47 16 34.0 186 703
 水産業協同組合連合会等 88 46 52.3 545 2,366
 農業信用基金協会 47 16 34.0 124 413
 漁業信用基金協会 42 14 33.3 94 248
 合計 401 161 40.1 1,793 8,884
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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るとともに、東日本大震災の発生
に伴い、３月12日にはホームページ上に「東日本大震
災に関する情報」ページを開設。３月14日には被災地
の方々がパソコンが使えなくても、当省からの必要な
情報を受け取れるよう、携帯電話用ホームページを開
設し震災関係情報の発信をスタートした。
　なお、平成22年度の省のホームページにおけるトッ
プページアクセス件数は、961万件であった。（参考：
平成21年度トップページアクセス件数、804万件）
　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、東日本大震災特別号等を含め、農林水産
省メールマガジンを主として毎週金曜日に、合計53回
発行した。平成22年度末農林水産省発行のメールマ
ガジンは51誌、読者は述べ21万３千人となった。（参
考：平成21年度末時点の農林水産省メールマガジン発
行数53誌、読者は延べ20万４千人）

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、平成22年４月か
ら始まった「戸別所得補償モデル対策」について、消
費者に関わりのある切り口として、対象作物に係る
様々な製品を毎回取り上げ、その製品にまつわる背景
などを記事として22年７月号より掲載した。
　また、2010別冊affとして、一般消費者向けに農業
者戸別所得補償モデル対策の必要性を広く理解しても
らうため、『「食」と「地域」の再生に向けて　戸別所

得補償モデル対策』を22年６月に発行した。
⑵　農林水産省年報

　平成21年４月１日から平成22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た、農林
水産省年報21年度版を発行し、ホームページにも掲載
した。

⑶　その他パンフレット
ア　豊かな「食」と「くらし」のために
　平成22年度に農林水産省が実施する主な施策（戸
別所得補償モデル対策、６次産業化など）を一般消
費者向けに分かりやすく説明したパンフレットを平
成22年５月に発行し、全国の消費者団体や自治体、
地域で実施された戸別所得補償モデル対策の説明会
等で配布した。

イ　「食」と「農」の再生をめざして
　平成23年度から本格実施される農業者戸別所得補
償制度や、米のトレーサビリティ法などを一般消費
者向けに分かりやすく説明したパンフレットを平成
23年３月に発行し、全国の消費者団体や自治体、地
域で実施されるイベント等で配布した。
⑷　みんなで農業のことを考えましょう！

　農政への国民的な理解を促進するため、鹿野大臣と
「お米大使」の小林幸子さんとの対談を行い、身近な
食の話題や新たな農政について話していただき、その
内容を消費者（主に主婦層）向けの雑誌２誌に掲載し
た。
　掲載雑誌
　①「オレンジページ」（平成23年３月17日発売）
　②「きょうの料理」（平成23年３月19日発売）

⑸　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。
今年度は、市町村や民間企業への出向者に対するイン
タビュー記事を中心に掲載した。
（平成20年５月19日創刊、平成22年度は３号発行）

３　地域での取組

　戸別所得補償モデル対策の推進に当たり、政務三役
を先頭に、全国の職員が一丸となって対策の周知・加
入促進活動を行う『戸別所得補償モデル対策「あぜ道
キャラバン」』を実施。各地方農政局等においても、
幹部が生産現場等を訪問するなど、同対策の加入促進
への協力要請、意見交換を行った。
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４　その他の取組

　平成23年度から農業者戸別所得補償制度を円滑に実
施するため開催された地方ブロックの説明会にあわ
せ、政務三役が地域の農林漁家の方々等と膝を交えた
意見交換を行い、今後の施策の展開への活用を図るこ
とを目的として「農山漁村車座懇談」を実施した。

５　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22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　ラ　　ジ　　オ
「中山秀征のジャパリズム 」
ＦＭ東京毎週金曜日16 : 30 ～ 16 : 55他15局
　（生活の様々話題について、パーソナリティーが
毎回のテーマに合わせたゲストとともに分かりやす
く紹介）
○　戸別所得補償モデル対策等３件

⑵　新　聞　広　告
「記事下広告」及び「突き出し広告」
○　戸別所得補償モデル対策２件

⑶　政府広報室ホームページ
「政府広報オンライン」お役立ち情報
○　ユニバーサルデザインフードについて等２件

⑷　政府インターネットテレビ
「徳光＆木佐の知りたいニッポン！」
　（ゲストを招き、各種の話題や取組を分かりやす
く紹介）
○　めざましごはんキャンペーン等２件

⑸　音声広報CD
「明日への声」
　（政府の施策等を、分かりやすい内容にまとめて
CDに収録したもので、点字図書館等へ配布。）
○　木づかい推進月間等５件

⑹　広　聴　活　動
国政モニター随時報告
　平成22年度に国政モニターから出された意見のう
ち当省に関連する「食料自給率について」や「食の
安全・安心について」等６件の意見に対し回答を作
成。

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。

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での利用頻度が高い
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　業務・システムの最適化
　平成18年３月に農林水産統計システムの「業務・シ
ステムの最適化計画」を策定したが、平成23年12月に
システムのリース期間が満了することを契機として、
平成22年12月に同計画の改定を行った。

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規程の一部を改正し、農
林水産省におけ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22年度食料・農業・農村の動向」及び
「平成23年度食料・農業・農村施策」を平成23年５月
31日に閣議決定し、同日付けで第177回国会に提出し
た。
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　近年の食料・農業・農村をめぐる状況や今後の課題
について、データ、図表、事例等を交えつつ記述する
ことで、食料・農業・農村に対する国民の関心と理解
が一層深まることを狙いとして作成した。
　全体の構成としては、冒頭に ｢東日本大震災｣ の特
集章を設け、被害の状況、被災地域の農業等の復旧・
復興に向けた取組等について平成23年5月18日までの
状況を報告した。また、平成22年10月に生物多様性条
約第10回締約国会議（COP10）等が開催されたこと
から、｢トピックス｣ として、｢環境問題と食料・農
業・農村｣ と題し、環境問題の解決に向けての食料・
農業・農村分野の取組についてとりまとめた。
　本編では、第１章 ｢食料の安定供給の確保｣、第２
章 ｢農業の持続的発展｣、第３章 ｢農村の活性化｣ と
して、特に、以下の点について力点をおいて、当該分
野の動向を記述した。
　第１章：食料自給率の向上と食料安全保障の確立に
向けた取組、健全な食生活に向けた取組、食品産業の
発展に向けた取組、食の安全・消費者の信頼の確保に
向けた取組
　第２章：戸別所得補償制度の本格的な実施、主要品
目の需要・生産の現状と課題、農業経営体と農業就業
者の動向、農業経営の動向と所得増大に向けた取組、
農村女性・高齢農業者の活動の促進のための取組、農
作業事故の減少に向けた取組、農業生産を支える農
地、資金、研究・技術開発、関連団体をめぐる状況
　第３章：農村地域と農業集落の現状、集落機能・地
域資源の維持に向けた取組、都市農業振興のための取
組、都市と農村の交流・人材の育成に向けた取組
　また、今回の年次報告は、昭和36年に「農業に関す
る年次報告」が初めて出されてから50年目に当たるこ
とから、巻末に ｢年次報告50年を振り返って｣ と題
し、50年間の食料・農業・農村分野での主な出来事、
指標等をとりまとめた。

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22年度においては、平成20年度版を公表した。

平成20年度の農業・食料関連産業の国内総生産は44.7
兆円であった。農業・食料関連産業は、全体の国内総
生産（GDP）の9.1％を占めている。

３　産業連関表

　産業連関表は、国あるいは一定地域において１年間
に行われた財・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22年度においては、「平成23年表作成のための
基本方針」を平成22年12月に決定し、この基本方針に
基づき、産業連関幹事会やワーキンググループにおい
て、関係府省庁に共通する問題の処理、部門分類、概
念・定義、推計方法等に関する具体的問題等、平成23
年表の作成に向けた検討を実施した。

第９節　農林水産省図書館

１　収　　　書

　平成22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1,943冊、DVD及びビデオテープ97タイ
トル、CD-ROM73タイトルである。
　22年度末における図書館資料数は、図書189,317冊、
DVD及びビデオテープ2,771タイトル、CD-ROM1,295
タイトルである。
　また、22年度の新聞・雑誌の購読数は 925種（国内
817種、外国108種）である。

２　納本及び配布

　平成22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363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布を行った。

３　利　　　用

　平成22年度の来館者数は33,990人、図書館資料の貸
出冊数は9,933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554冊（貸出156冊、借
受398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向上のため、平成21年
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４月から林野庁図書資料館とシステムを共有化し、共
通の図書貸出カードで図書の貸借を行っている。
　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、22年度は 359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、22年度末におけるデジタ
ル化した件数は 2,965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22年度は前年度から１ポイント低下して39％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り、平成22年度は１ポイント
低下し69％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。平成22年度は、2,458kcal（対前年
度19kcal増）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
から減少傾向にある。平成22年度は、P：12.9％（対
前年度0.1ポイント減）、F：28.7％（同0.2ポイント増）、
C：58.4（同0.1ポイント減）となった。

　なお、平成22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、牛乳・乳製品、米、小麦等が増加し、野菜、果実
等が減少した。

⑶　食料自給率向上のための国民運動
　平成22年３月に新たな食料・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が、こ
の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月に
関係者が一体となって立ち上げた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」の中
で、実際の国産農産物の消費拡大等につなげるため
に、政府の広報と連携して民間事業者独自の販売促進
活動等を行っていただく取組を実施した。また、この
一環として、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平成21年10
月に立ち上げた米粉倶楽部において、政府の米粉キャ
ンペーンと連動して民間事業者（米粉倶楽部員）によ
る米粉販売促進フェアを開催していただく取組を行っ
た。これらの取組の結果、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22年度末で5,446社（うち922社は米粉倶楽部に
も参加）と着実に増加している。

表２　食料自給率等
（平成22年度）

供給熱量ベー
スの総合食料
自給率（％）

39
国産熱量　946kcal

　　　　　　　　　　　　　　　
供給熱量　2,458kcal

生産額ベース
の総合食料自
給率（％）

69
食料の国内生産額　9.7兆円

　　　　　　　　　　　　　　　　
食料の国内消費仕向額　14.1兆円

飼料自給率
（％） 25

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

12.9
28.7
58.4
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品目別自給率
（％）

国民１人・１年当たり
供給純食料（㎏）

米 97 59.5

小麦 9 32.7

大豆 6 6.3

野菜 81 88.3

果実 38 36.5

肉類 56（7） 29.1

鶏卵 96（10） 16.6

牛乳・乳製品 67（28） 86.4

魚介類 54 29.6

※（　）内は飼料自給率を考慮した値。 

２　総合的な食料安全保障

　不測時のみならず、平素から食料の供給面、需要
面、食料の物理的な入手可能性を考慮するアクセス面
等を総合的に考慮し、関係府省との連携を検討しつ
つ、総合的な食料安全保障を確立するため、食料の安
定供給に影響を与える可能性がある様々なリスクにつ
いて分析・評価、対応策の検討・実施を恒常的に進め
る手法を導入した。

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（Monthly 
Report）」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「2020年にお
ける世界の食料需給見通し」を平成23年２月18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2010（年報）」を平成23年４月28日に公表した。
　また、30 ～ 50年後の世界の超長期食料需給予測を
行うための供給・需要及び貿易の各モデルシステムを
構築した。

４　東京電力株式会社福島第一・第二原子力発
電所事故への対応

　平成23年３月11日に発生した東京電力福島第一・第
二原子力発電所事故を受けて、省内に農林水産大臣を
本部長とする農林水産省原子力災害対策本部を設置
し、発災施設等周辺地域における被害状況等の情報収
集、対応策の検討等を行った。

第11節　戸別所得補償モデル対策

⑴　趣　　旨
　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、戸
別所得補償制度の導入により、意欲ある農業者が農業
を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図ること
で、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
るようにする必要がある。
　平成23年度の戸別所得補償制度の本格実施に向け
て、事業の効果や円滑な事業運営を検証するために、
平成22年度に戸別所得補償モデル対策（水田利活用自
給力向上事業及び米戸別所得補償モデル事業）を実施。

⑵　対策の概要
ア　水田利活用自給力向上事業
ア　対象農業者
　本事業の対象農業者は、実需者等に出荷・販売
することを目的として、交付対象作物を生産する
農業者・集落営農としている。
　水田作の麦・大豆といった転作作物への助成に
ついては、米の生産数量目標を達成した農家だけ
を対象としてきたが、本事業ではこれまで米の需
給調整に参加してこなかった農家も参加しやすく
なるよう、米の生産数量目標の達成にかかわらず
助成の対象としている。
イ　対象作物及び交付単価
　作付拡大に対応できるよう、全国統一単価
（「その他作物」を除く）で、作物の作付面積の実
績に応じて交付。
ａ　戦略作物
麦、大豆、飼料作物 35,000円/10a
米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲
　　 80,000円/10a
そば、なたね、加工用米 20,000円/10a

ｂ　その他作物
　その他作物については、野菜や雑穀など、地
域によって振興作物がさまざまであることか
ら、標準単価（10,000円/10a）に基づく交付総
額の範囲内で、都道府県単位で対象作物・単価
を設定。

ｃ　二毛作助成
　水田を最大限活用して自給率の向上を図るた
め、「主食用米と戦略作物」又は「戦略作物同
士」を組み合わせて作付ける場合のみを対象と
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した二毛作への助成を実施（15,000円/10a）。
〈10a当たりの交付パターン〉
主食用米＋麦 （米のモデル事業）＋15,000円
大豆＋麦 35,000円＋15,000円
麦＋そば 35,000円＋15,000円
米粉用米＋麦 80,000円＋15,000円

ウ　激変緩和措置
　平成23年度の戸別所得補償制度の本格実施に向
けて、22年度も継続して安定的な生産体制が維持
できるよう、従来の対策に比べ交付額が減少する
地域の影響を緩和するため、激変緩和措置を設定。

イ　米戸別所得補償モデル事業
ア　対象農業者
　本事業の対象農業者は、米の生産数量目標に即
して生産を行った販売農家又は集落営農としてい
る。
　販売農家については、販売を目的として主食用
米を生産する農家であって、水稲共済に加入して
いることを原則とし、水稲共済未加入者であって
も、前年度の出荷・販売先との契約状況を確認し
対象とすることとしている。
　また、集落営農については、複数の販売農家に
より構成される任意組織でありって、組織の規約
及び代表者を定め、かつ、交付対象作物の生産・
販売について共同販売経理を行っているものとし
ている。

イ　交付単価
ａ　定額部分
　全国一律の交付単価とし、平成22年産米の販
売価格にかかわらず10aあたり15,000円を交付
することとしている。

（参考）交付単価の算定方法
①標準的な生産に要する費用 13,703円/60kg
②標準的な販売価格 11,978円/60kg
③差引（①－②） 1,725円/60kg
④交付単価（③×530kg/10a÷60kg） 15,238円/60kg

≒15,000円/60kg
（注）　①標準的な生産に要する費用は、米の生産費

統計の経営費の全額と家族労働費の８割の過去
７年（平成14年産から平成20年産）中庸５年の
平均により算定した。
　②標準的な販売価格は、全銘柄平均の相対取
引価格の過去３年（平成18年産から平成20年産
まで）の平均から流通経費等を除いたものであ
る。

ｂ　変動部分

　平成22年産米の販売価格が標準的な販売価格
を下回った場合には、その差額を基に算定され
た10a当たりの交付単価を交付することとして
いる。
　なお、平成22年産米については、当年産の出
回りから平成23年1月までの全銘柄平均の相対
取引価格から流通経費等を除いて算定された販
売価格（農家手取価格10,263円/60kg）が、標
準的な販売価格（11,978円/60kg）を下回った
ため、変動部分の交付単価は15,100円/10aと算
定された。

ウ　交付対象面積
　主食用米の作付面積から自家消費米や縁故分と
して一律10aを控除した面積とする。
　ただし、集落営農が農業共済資格団体である場
合には、組織単位で計算される主食用米の作付面
積から10aを控除することとしている。

⑶　支払実績
ア　支払金額
　本対策の支払額は4,958億円となっており、内訳
は米戸別所得補償モデル事業が3,069億円、水田利
活用自給力向上事業が1,890億円となった。

米戸別所得補償モデル事業  3,069億円
   　　　　　　（定額部分） 1,529億円
　　　　　　　（変動部分） 1,539億円
　水田利活用自給力向上事業 1,890億円

イ　支払件数
　本対策の交付件数は1,163,090件となっており、内
訳は、個人が1,149,505件、法人が6,187件、集落営
農が7,398件となっている。

ウ　支払面積
　本対策の支払面積は、
米戸別所得補償モデル事業 1,019,476ha
水田利活用自給力向上事業
・麦 116,300ha
・大豆 112,003ha
・飼料作物 95,679ha
・米粉用米 4,920ha
・WCS用稲 15,878ha
・そば 31,346ha
・なたね 759ha
・加工用米 38,374ha
・その他 129,404ha
となった。
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第12節　資源・環境対策の推進

１　バイオマス活用の推進

⑴　バイオマス活用推進基本計画
　「バイオマス活用推進基本法」（平成21年法律第52
号）に基づき、「バイオマス活用推進基本計画」が策
定された（平成22年12月閣議決定）。
　本計画では、将来的に実現すべき社会の姿として、
「環境負荷の少ない持続的な社会の実現」、「新たな産
業創出と農林漁業・農山漁村の活性化」、「バイオマス
利用を軸にした新しいライフスタイル」、「国際的な
連携の下でのバイオマス活用」が４つが示されると
ともに、それらを実現するため、平成32（2020）年ま
でに国が達成すべき目標として、炭素量換算で年間約
2,600万トンのバイオマスを活用すること、600市町村
において市町村バイオマス活用推進計画を策定するこ
と、バイオマスを活用する約５千億円規模の新産業を
創出することが掲げられた。

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0.8万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22年度
に、北海道２地区、新潟１地区の計３地区において年
間約2.2万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が
販売されている。
　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、国内に豊富に存在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22年度当初予算として、農林水産分野

の省エネ・省コスト化の推進と地球温暖化防止を実現
するための農林水産業関連施設等への太陽光パネル設
置の支援を37地区実施する他、補正予算として、農山
漁村に存在するバイオマス等を活用する取組のうち、
雇用創出効果を早期に発現することが見込まれるもの
の施設整備の支援を26地区実施している。
　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23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、「バイオマス地域
利活用総合対策」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23年３月末時点で10
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23年３月末時点で構想策定地
区数が303となり、平成22年度末に300地区程度におい
て策定するとしていた目標を達成した。
　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、昨年度にバイオマスタウン構想を策定
したタイ、ベトナムに加え、平成22年度からは、イン
ドネシア、マレーシアを対象として取り組んでいる。
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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。
　このような状況を踏まえ、農林水産省では、平成20
年７月に改定を行った「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）

に取り組んでいるところである。
　平成22年度には、農林水産分野における温室効果ガ
スの排出量取引への参画支援のため、農林水産業から
発生するメタン、一酸化二窒素等に係る新たな排出削
減方法論の検討・策定等を支援した。
　その結果、７月には、オフセット・クレジット
（J-VER）制度（国内の自主的な温室効果ガス排出削
減・吸収プロジェクトから生じた排出削減・吸収量を
認証する制度）において「低タンパク配合飼料利用に
よる豚のふん尿処理からのN2O排出抑制」が新たな
温室効果ガス排出削減手法として認められた。
　平成23年３月には、国内クレジット制度（大企業等
による技術・資金等の提供を通じて、中小企業・農林
漁業者等が行った温室効果ガス排出削減量を認証する
制度）において「豚への低タンパク配合飼料の給餌」
及び「家畜排せつ物の管理方法の変更」が新たな排出
削減手法として認められた。
　また、地球温暖化防止策の１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）の推進に係るモデル的事業を実施し、従来の米、
野菜及び果実等に加え、新たに生乳、きのこ類に関す
る算定基準を作成した。
　さらに、生産者が自ら農産物の生産工程から排出さ

れる温室効果ガス排出量を簡易に把握できる算定ツー
ルを作成したところであり、今後、これらの活用を通
じて、「CO2の見える化」の取組を推進していく。

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
ている。平成20年度より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ったほか、全国各地
で進みつつある食料生産と生物多様性保全を両立させ
る取組について、「生きもの田んぼ＆生きもの畑を育
む実践アイデア手帖」として実践方法等を平成23年３
月に取りまとめた。
　平成22年10月に名古屋で開催された生物多様性条
約第10回締約国会議（COP10）（議長：環境大臣）で
は、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急
な行動を実施するという目標に向け、2020年までに世
界が取り組むこととされた戦略計画2011-2020・愛知
目標が決定された。また、遺伝資源へのアクセスと利
益配分（ABS）に関する国際ルールである名古屋議
定書が決定された。今後、我が国での円滑な実施を図
るため関係省庁で検討を進めていく。
　COP10に先立ち、農林水産大臣が議長を務めるカ
ルタヘナ議定書第５回締約国会議（MOP５）が開催
され、遺伝子組換え生物（LMO）の国境を越える移
動により、生物多様性の保全及び持続可能な利用に損
害が生じた場合の「責任及び救済」に関して締約国が
講じるべき措置について規定した「名古屋・クアラル
ンプール補足議定書」が採択された。今後は、多くの
途上国を含む締約国内で、この補足議定書が円滑に実
施されるよう努めていくことが重要となっている。
　これらのCOP10の成果等を踏まえ、生物多様性を
重視した農林水産業を強力に推進するための指針であ
る農林水産省生物多様性戦略の見直しに向けた検討を
開始した。

４　緑と水の環境技術革命総合戦略の策定

⑴　緑と水の環境技術革命の概要
　農山漁村は、人口の減少や高齢化の進行、兼業機会
の減少等、厳しい状況にあり、その活性化を図ること
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が不可欠である。
　農山漁村の活性化を図るためには、一次産業である
農林漁業と、二次産業、三次産業との融合を図り、農
山漁村に由来する農林水産物や、バイオマス、太陽
光・水力・風力等の再生可能エネルギー等の地域資源
を最大限活用することにより地域ビジネスの展開と新
たな業態の創出を促す農山漁村の六次産業化を推進す
ることが不可欠である。
　「食料・農業・農村基本計画」（平成22年３月閣議決
定）及び、「新成長戦略」（平成22年６月18日閣議決
定）の工程表においては、農山漁村の六次産業化に
よって、2020年までに農山漁村において６兆円規模の
新産業を創出することが目標とされたところである。
　「緑と水の環境技術革命」は、素材・エネルギー・
医薬品等の分野で先端技術を活用して、農林水産業・
農山漁村に関連する資源を活用した産業を新たな成長
産業とすることを目指すものであり、上記の目標の実
現に向けて大きく貢献するものである。

⑵　緑と水の環境技術革命の推進施策
　「緑と水の環境技術革命」の推進によって、新たな
付加価値を農山漁村地域内で創出し、雇用と所得を確
保するとともに、若者や子どもも農山漁村に定住でき
る地域社会を構築するため、関連施策を実施した。
ア　緑と水の環境技術革命総合戦略策定事業
　農林水産業・農山漁村に豊富に賦存する資源を活
用した新産業の創出に向け、推進すべき重点分野及
びこれらに準ずる市場創出効果が見込まれる分野の
選定を行うための委託事業を実施し、「緑と水の環
境技術革命総合戦略」を策定し公表した。

（予算額800万円）
イ　緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
　「緑と水の環境技術革命総合戦略」に位置付けら
れる重点分野や新技術等、農山漁村の資源を活用し
た新たな事業の創出につながる可能性のある技術に
ついて、採算性や実用化に向けた技術課題の検討等
の事業化可能性調査を行った。

（予算額200百万円）

第13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年度に正式導入し
た領域・チーム制のもとで、21年度においても引き続
き、行政部局と連携をとりつつ研究を推進した。また、
21年度から開始した大学等外部に公募する委託研究の
スキームを引き続き実施した。

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　アジア、太平洋諸国における経済連携に関連した
貿易構造の分析

イ 戸別所得補償制度等が地域農業に与える影響の分
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　消費者ニーズの変化に対応した食品サプライ
チェーンの再編に関する研究（平成22年度～ 24年
度）

イ　我が国農業分野における地球温暖化対策の評価手
法の開発に関する研究（平成22年度～ 24年度）

ウ　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）

エ　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）

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　最近の貿易政策を踏まえた主要国・地域の農業事
情、農業・貿易政策の分析
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

ウ　農林水産業・農山漁村の安らぎ、癒し、健康の維
持増進、伝統文化の維持継承等の機能が地域に与え
る効果を評価する手法とその機能の発揮を進めるた
めの体系的な政策展開の方法に関する研究

エ　消費者重視など社会的責任の観点から見た食品事
業者の行動の分析・検証並びに当該行動の透明性向
上及び評価の適正化に関する研究
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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22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、25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22年度の主
な取組は以下のとおり。
ア　中国北京大学より研究者を招へいし、セミナー
「中国の貿易戦略の現状と今後の方向について」を
行った。（平成22年８月）
イ　中国農業部農村経済研究中心より研究者を招へい
し、セミナー「中国の農業農村政策の現状と今後の
方向」を行った。（平成23年２月）
ウ　ニュージーランド環境省及び農林省、韓国農村経
済研究院及びオランダ経済・農業・技術革新省より
研究者を招へいし、農林水産政策研究所シンポジウ
ム「地球温暖化と農業とのかかわり－農業分野にお
ける温室効果ガス排出量取引に関する課題と展望
－」を開催した。（平成23年２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.36（平成22年６月発行）～ No.40（平成23
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期
に刊行する。本年度は第18号（平成22年10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［二国間］研究資料
第９号（平成22年７月発行）平成21年度カントリー
レポート　中国の食糧生産貿易と農業労働力の動
向　
第10号（平成22年７月発行）平成21年度カントリー
レポート　中国、インド
第11号（平成22年11月発行）平成21年度カントリー
レポート　オーストラリア、ニュージーランド、
アルゼンチン
第12号（平成22年11月発行）平成21年度カントリー
レポート　EU、米国、ブラジル
第13号（平成22年11月発行）平成21年度カントリー
レポート　韓国，タイ，ベトナム

農村活性化プロジェクト研究資料
第１号（平成22年９月発行）中山間地域において森
林・農地資源の管理を担う第３セクターの現状と
動向
第２号（平成23年３月発行）農業雇用労働力の実態
－総務省「就業構造基本調査」組替集計から－

行政対応特別研究資料
（平成22年11月発行）子どもを対象とした農林漁家
宿泊体験による農山漁村振興の実態と課題

経営安定プロジェクト研究資料
第４号（平成23年1月発行）平成20年度集落営農組
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報告書
第５号（平成22年10月発行）水田・畑作経営所得安
定対策下における集落営農組織等の動向と今後の
課題（２）　

第６号（平成23年１月発行）平成21年度水田作地域
における集落営農組織等の動向に関する分析研究
報告書

環境プロジェクト研究資料
第２号（平成22年３月発行）生物多様性保全に配慮
した農業生産の影響評価とその促進方策

行政対応特別研究資料
（平成23年３月発行）アジア太平洋地域の貿易構造
とASEAN＋１型FTA
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