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平成１６年度植物防疫関係予算概算決定の概要

（単位：千円）

事　　　　　　　　　項 備考

(組織)農林水産本省

(項)農林水産本省

（大事項）農林水産本省一般行政に必要な経費 4,190

(項)総合食料対策費

（大事項）総合食料対策事業指導事務等に必要な経費 39,350

　（中事項）植物防疫対策事務費 39,350

（大事項）植物防疫に必要な経費 1,022,334

　　(目)総合食料対策事業推進費補助金 658,057

　　　(目細)植物防疫対策費補助金 658,057

１．病害虫防除・検疫対策費 539,010

　（１）病害虫管理体制構築事業費 283,553

　　　①病害虫管理体制整備事業費 134,071 拡　充

　　　②検疫病害虫侵入リスク管理対策事業費 149,482 拡　充

　（２）病害虫リスク低減技術確立事業費 213,947

　　　①病害虫防除農薬環境リスク低減技術確立事業費 175,728 組　替

　　　②農林水産航空技術安全・効率化対策推進事業費 38,219

　（３）病害虫情報提供事業費 41,510

　　　①安心志向型防除指針普及推進事業費 11,666 新　規

　　　②病害虫危険度管理情報提供事業費 29,844

２．特殊病害虫特別防除等事業費 119,047

　(１)特殊病害虫緊急防除事業費 27,967

　(２)アリモドキゾウムシ根絶事業費 91,080

　　(目)植物防疫事業交付金 364,277

(組織)内閣府 

(項)沖縄農業振興費 1,010,916

　　(目)職員旅費 97

　　(目)特殊病害虫特別防除費補助金 1,010,819 　

(組織)地方農政局　

(項)地方農政局　　植物防疫事務費 282 　

（大事項）生産振興総合対策に必要な経費 19,438,768 　

　　(目)農業生産振興地方公共団体事業推進費補助金

生産振興総合対策事業推進費補助金

農業生産総合対策事業推進費 生産局予算

　ブランド・ニッポン農産物供給体制確立事業費
  （鳥獣害防止） 上記予算額の内数 拡　充

（組織）農林水産本省検査指導機関

植物防疫所 9,338,989

植物防疫所の運営に必要な経費 8,017,981

検査指導等の充実強化に必要な経費 1,064,520

（植物検疫重要病害虫侵入・再発防止対策事業費） (23,749) 新　規

（輸出入港湾手続インターフェースシステム更改等に要する経費） (92,962) 新　規

農林水産本省検査指導所施設整備に必要な経費

（植物防疫所の施設整備に必要な経費） 256,488 新　規

１ ６ 年 度
概 算 決 定 額



１．ねらい
植物防疫対策における昨今の課題として、①改正農薬取締法による農薬使

用規制の見直しや消費者の農薬使用に関する懸念への対応をはじめとする食

の安全・安心の確保、②輸入農産物の多様化が進展する中で病害虫の侵入・

まん延防止に万全を期することなどが挙げられる。

、 、これらに的確に対応するため 平成１６年度植物防疫対策において新たに

（１）食の安全・安心の確保に向けた農薬使用の低減、農薬の飛散防止を含

めた防除技術等の確立

（２）重要病害虫に対する適切な防除及び植物検疫措置

（３）植物検疫手続の適正化

等を図る。

２．事業のポイント
（１）食の安全・安心の確保に向けた防除技術等の確立

① 防除技術の確立に向けた緊急の取組みが必要となっている基幹的マイナ

ー作物について、病害虫等防除技術を緊急に確立するとともに防除体系の

確立等を図り、適正な防除の実施を促進。

＜病害虫管理体制整備事業 １３４百万円＞

② 農薬が飛散しにくい散布技術・方法の確立等現地立脚型の飛散防止対策

。を推進すること等により周辺環境に配慮した適切な病害虫防除技術を確立

＜病害虫防除農薬環境リスク低減技術確立事業 １７６百万円＞

＜農林水産航空技術安全・効率化対策推進事業 ３８百万円＞

農産物の見栄えのためのみの農薬使用を低減するための調査、消費者、③

生産者等の相互理解のためのシンポジウムの開催等。

＜安心志向型防除指針普及推進事業 １２百万円＞

（２）重要病害虫に対する適切な防除及び植物検疫措置

① 重要病害虫の我が国への侵入を防止するための侵入警戒調査の充実・強

。化及び我が国で現在発生地が限定されている重要病害虫の徹底防除を実施

＜検疫病害虫侵入リスク管理対策事業 １４９百万円＞

② 重要病害虫が確認された場合に講じるべき迅速かつ的確な植物検疫措置

に必要な病害虫の侵入経路特定のための遺伝子診断技術を開発。

＜植物検疫重要病害虫侵入・再発防止対策事業 ２４百万円＞

③ 果樹苗木類等の検疫強化、我が国未発生病害虫の調査研究の充実等

＜植物防疫所の施設整備に必要な経費 ２５６百万円＞

（３）植物検疫手続の適正化

流通業界等から強い要望が挙げられている輸入港湾手続のワンストップ

サービス・シングルウィンドウ化の維持等。

＜輸出入港湾手続インターフェースシステム更改等に要する経費 ９３百万円＞

植物防疫対策



〔拡充事業〕

病害虫管理体制整備事業

１３４百万円

１．趣旨

食の安全・安心の確保を図るため、農作物栽培における病害虫によるリスク

を適切に回避する一方で、病害虫防除の実態、農薬環境負荷軽減の取組状況等

の情報を提供することにより、消費者の理解・安心を得ること等が重要となっ

ている。

これらの課題に加えて、我が国の主要農作物ではないが一部の地域において

は重要な基幹作物となっているアスパラガス、さやえんどう等のいわゆる基幹

的マイナー作物については、防除に使用できる農薬が少ない実態にあり、今般

の改正農薬取締法の施行に伴う農薬使用者に対する遵守義務の強化等を踏ま

え、防除体系の確立が急務となっている。

このため、本事業については、引き続き病害虫リスク管理体制の整備、農家

段階で導入可能な高精度発生予察技術の定着、土着天敵の同定方法への技術支

援を推進するとともに、適切な病害虫防除の実施を促進するため、新たに、基

幹的マイナー作物について、病害虫発生・被害状況の調査、病害虫の効果的な

防除技術の確立とあわせ、農薬散布と耕種的防除技術や物理的防除技術を組み

合わせた総合的病害虫防除体系の確立を図り、基幹的マイナー作物における総

合的な病害虫管理体制の整備を図る。

２．事業内容

（１）基幹的マイナー作物の病害虫防除技術の確立（新規）

（２）病害虫リスク管理体制の整備（継続）

（３）高精度発生予察技術の定着（継続）

（４）土着天敵の同定方法への技術支援等（継続）

都道府県、農業者団体、民間団体３．事業実施主体

平成１５年度～４．事業実施期間

定額、1/2５．補助率

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔組替事業〕

病害虫防除農薬環境リスク低減技術確立事業

１７６百万円

１．趣旨

食の安全・安心に対する関心の高まりを受けて、病害虫防除における農薬

食の安全・安心の確保を図る散布に伴う環境リスクを低減させることも含め、

が必要となっている。このため、本事業においては、農薬に病害虫防除対策

よる防除のみならず、より環境に調和しながら病害虫のまん延防止が期待で

きる天敵やフェロモン等の利用の促進や静電散布技術等の新たな防除技術体

系の確立を進め、病害虫防除に必要な農薬の散布量を減少させ、地域への農

また、モントリオール議定書薬環境リスクの低減を図ってきたところである。

締約国会合に基づき平成17年には原則全廃される臭化メチル利用に代わる防除

技術についても、その開発、普及、定着を図ってきたところである。

これらに加えて 今般、農薬残留基準のポジティブリスト化、水道水の水、

質基準の見直しなど、農薬使用への規制強化が進められていることを受け、病

害虫防除の際に周辺環境に配慮し、隣接するほ場の散布対象以外の農作物や周

辺河川等への農薬の飛散を防止することが喫緊の課題となっている。

このため、本事業において、飛散しにくい散布技術・方法の確立、ドリフト

防止柵の設置など各種飛散防止技術の実用レベルにおける効果の確認、現地に

おける飛散状況調査及び簡易調査技術の確立、周辺河川等でのモニタリング調

査を実施し、現地立脚型の飛散防止対策を推進することにより、周辺環境に配

慮した適切な病害虫防除を推進し、より安全・安心な農産物の安定生産に資す

る。

２．事業内容

(１）天敵、フェロモン等を利用した防除技術確立（継続）

(２）農薬散布量低減化技術（少量散布、静電散布）体系の確立（継続）

（３）農薬の飛散影響防止対策技術の確立（新規）

（４）臭化メチル代替技術の開発・普及（継続）

都道府県、民間団体３．事業実施主体

平成１５年度～４．事業実施期間

定額、1/2５．補助率

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔新規事業〕

安心志向型防除指針普及推進事業

１２百万円

１．趣旨

病害虫には、農産物の生産量や品質に壊滅的な被害を与えるものがある一方、

農産物の見栄えを悪くするだけの病害虫もある。食の安心及び環境への配慮の観

点からは、これらの見栄えを悪くするだけの病害虫に対しては農薬による防除を

実施しない方が望ましい一方で、流通関係者や消費者は農産物の外観も重視する

ことから、生産者も見栄えのよい農作物を生産するための農薬散布を実施してい

る実態にあり、生産現場は食の安心及び環境への配慮と見栄えの両立という困難

な課題に直面している。

このため、生産者と消費者等の対話を通じ、生産量や品質に壊滅的な被害を与

える病害虫の防除のための農薬散布の必要性について消費者等の理解を深めると

、 、ともに 作物の見栄えを悪くするだけの病害虫に対しての農薬等による防除には

メリット（見栄えのよさ）を上回る多くのデメリット（散布コスト・労力、環境

負荷等の増加）があることについて生産者・消費者等の相互理解を促進する。ま

た、防除実態の調査や、農薬使用の低減を図った場合等の病害虫リスク評価を実

施し、見栄えだけのための農薬使用を低減する安心志向型の防除指針を作成し、

その普及及び推進を図ることにより、食の安全・安心の確保及び環境負荷の低減

に資する。

２．事業内容

(１）農作物の病害虫被害・防除実態の調査

（２）農薬使用の低減を図った場合等の病害虫防除のリスク評価及び安心志向型

防除指針の策定

（３）安心志向型防除に関するシンポジウムの開催等を通じた消費者等とのリス

クコミュニケーション

民間団体３．事業実施主体

平成１６年度～４．事業実施期間

定額５．補助率

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔拡充事業〕

検疫病害虫侵入リスク管理対策事業

１４９百万円

１．趣旨

近年、国内未発生の病害虫や国内の一部に突然発生した病害虫による農産物

への被害が問題となる事例が増えている。

食の安全・安心の確保を図る上では、このような病害虫の侵入・まん延を防

止することにより農作物への被害を軽減するとともに、これらの病害虫が侵入

した場合に新たに必要となる農薬等の使用を未然に抑制することにより、新た

な生産コストや農薬による環境負荷等を軽減することが重要となっている。

このため、本事業において （１）我が国が侵入を警戒する病害虫の侵入警、

戒調査を実施する等の広域的な警戒体制を整備し、これらの早期発見を図ると

ともに （２）かんきつ類の重要病害であるカンキツグリーニング病による農、

、 、（ ）作物被害及び他地域へのまん延を防止するため 早期防除措置を実施し ３

更に、我が国で現在発生地域が限定されている重要病害虫に対して、被害の軽

減及び他地域へのまん延を防止するため、植物防疫法の防除勧告に基づき、発

生地域における徹底した防除を実施する。

２．事業内容

（１） ミカンコミバエ種群、カンキツグリーニング病等の重要病害虫の侵入

警戒調査等を実施。

（２） 我が国でまん延のおそれがあるカンキツグリーニング病に対応するた

め、早期の防除措置等を実施。

（３） 我が国で現在発生地域が限定されている重要病害虫に対し、被害の軽

減及び他地域へのまん延を防止するため、植物防疫法の防除勧告に基づ

く、発生地域における徹底した防除等を実施。

都道府県３．事業実施主体

平成１５年度～４．事業実施期間

定額、１０/１０、１/２５．補助率

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔新規事業〕

植物検疫重要病害虫侵入・再発防止対策事業

２４百万円

１．趣旨

我が国が侵入を警戒する火傷病等重要病害虫については、侵入を阻止するた

めに万全の植物検疫措置を講じる必要がある。また、これら重要病害虫が万が

一輸入される植物中に確認された場合、輸出国に対して再発防止に向けた迅速

かつ的確な改善措置を要求するとともに、国内においても迅速、的確な防除等

の措置を講じることが必要である。

、 、このため 火傷病をはじめとする我が国が侵入を警戒する重要病害虫に関し

侵入防止技術に関する調査研究の充実を図るため、火傷病菌等の系統毎の遺伝

子パターンを特定する診断技術を開発し、緊急時の対応等の構築を図る。

２．事業内容

重要病害虫遺伝子診断技術の確立

植物防疫所３．事業実施主体

平成１６年度～４．事業実施期間

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔新規事業〕

植物防疫所の施設整備に必要な経費

２５６百万円

１．趣旨

植物防疫所では、我が国未発生の病害虫の侵入防止を図るため、特定の果樹

類の苗木等に対し、隔離検疫を実施している。また、国内において栽培されて

いる果樹類についても、苗木類等を介した病害のまん延を防止するために検疫

を実施している。

近年、苗木類等の輸入量が増加し、これらに附着する病害虫の侵入のおそれ

が強まっており、また、現在国内の一部に発生している病害について、これら

が苗木類等を介して他地域へまん延することを防止する必要性が高まってい

る。

更に、植物検疫措置に関する国際基準策定の進展に伴い、諸外国から、我が

国の輸入解禁条件や輸入検疫措置は国際基準に整合しておらず見直すべきであ

るとの要求が増加しており、我が国の植物検疫措置の妥当性を技術的に証明す

る必要性が高まっている。

このような状況に対応して、果樹苗木類等の植物検疫の強化を図るため、那

覇植物防疫事務所豊見城圃場の整備を行うとともに、検疫措置の技術的検討に

不可欠な我が国未発生病害虫が侵入した場合の定着性、発病性等のリスクを適

切に評価するため、横浜植物防疫所調査研究部に閉鎖系隔離実験温室及び付属

施設の整備等を実施する。

２．主な事業内容

（１）那覇植物防疫事務所豊見城圃場恒温検定温室整備工事

（２）植物防疫所高精度検定温室等整備工事

植物防疫所３．事業実施主体

平成１６年度４．事業実施期間

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔新規事業〕

輸出入港湾手続インターフェースシステム更改等に要する経費

９３百万円

１．趣旨

各府省にまたがる輸出入港湾手続のワンストップサービス・シングルウイン

ドウ化を実現しているインターフェースシステムがシステムライフの終期を迎

える(平成１７年２月)ことから、この更改に要する経費を要求する。

、 （ ） （ ）また 輸入植物検査手続電算処理システム PQ-NETWORK はレガシー 旧式

システムの一つと位置付けられ、レガシーシステム改革指針において、外部監

査を平成１７年度までに実施し、システム開発・運用のオープン化及び動物検

疫検査電算処理システム（ANIPAS）との一体化を検討することとされているこ

とから、この外部監査に要するコンサルティング経費を要求する。

２．事業内容

（１）植物防疫所のPQ-NETWORKとインターフェースシステムで連結している財務

（ ）、 、省 関税法関係手続システム 厚生労働省(食品衛生法関係手続システム)

経済産業省(外為法関係手続システム)の各システム及び当省動物検疫検査電

算処理システム（ANIPAS）が一体となってインターフェースシステムを更改

するとともに、これに対応するためPQ-NETWORKシステム内のインターフェー

ス用サーバー等のバージョンアップを行う。

（２）外部のシンクタンクにより、PQ-NETWORKの監査を実施し、システムの開発

・運用のオープン化の方法及びANIPASシステムとの一体化の可否等について

検討し、今後の改革計画を策定する。

植物防疫所３．事業実施主体

平成１６年度４．事業実施期間

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



〔拡充事業〕

遺伝子組換え農作物等環境リスク管理対策事業

４８９百万円

１．趣旨

平成１６年２月１９日 「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」が施行されることとされている。

法律の施行に伴い、植物防疫所では、遺伝子組換え生物（ＬＭＯ）の混入が

疑われる輸入植物の水際検査を担当し、環境に悪影響を及ぼすおそれがあるＬ

ＭＯの混入の有無等を検査するため、遺伝子解析等を行うこととなる。

本事業は、法施行に基づく水際検査に必要な植物防疫所の体制整備を行うも

ので、①ＬＭＯの輸入検査に必要な人員の育成、②ＬＭＯの輸入検査に必要な

資材の整備等を実施する。

２．事業内容

（１）遺伝子解析の技術習得等のための研修

（２）ＬＭＯの輸入検査に必要な消耗品等の整備

植物防疫所３．事業実施主体

平成１５年度～４．事業実施期間

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



生産局予算
〔拡充事業〕

鳥獣害防止対策の推進

生産振興総合対策事業 １９，４３９百万円の内数
１．趣旨

イノシシやニホンザル等の野生鳥獣による農作物被害は依然農業生産上の重
要な問題であり、特に中山間地域を中心に、被害地域の拡大や人馴れの進行に
伴う被害内容の重大化等により深刻な問題となっている。

野このため新たな被害防止対策として、ＧＰＳ等の最新の技術を導入し、
被生鳥獣の生息状況等の動向について広域かつ詳細な調査を行うとともに、

被害防止システムの害防止に必要な知識の普及、被害防止技術の実証による
等を推進する。併せて、地域における技術指導者のチームを組織し、各確立

々の専門分野を活かして各地域で生じる幅の広い問題に対応できる体制を整備
することにより、効果的かつ効率的な被害対策の推進を図る。

２．事業内容
野生鳥獣生息調査の高精度化及び接近警戒システムへの活用（新規）（１）
ＧＰＳ（Global Positioning System：汎地球測位システム）等による野

生鳥獣の位置情報とＧＩＳ（Geographic Informetinon System：地理情報シ
ステム）を統合することによる、省力化と常時監視が可能な調査方式を導入

野生鳥獣の生息状況等の動向について広域かつ詳細な調査を行い、広し、
域的な被害防止対策を計画的に推進する。

（２）鳥獣害防止対策の啓発活動（継続）
、鳥獣の生態や被害回避方法等の被害防止のために必要な知識を関係団体

住民等に周知するため、被害防止対策研修会を開催する等の啓発活動を行
う。

被害防止対策の支援体制整備強化（新規）（３）
地域における技術指導者による、それぞれの専門分野を活かしたチームを

組織し、各地域で生じる幅の広い問題に対応できる体制を整備することで、
効果的かつ効率的な被害対策を推進する。

（４）低コスト先進的被害防止技術の導入実証（継続）
低コストで効果的な技術の効果を実証し、地域の協力体制を構築するこ

とにより、先進的被害防止システムの確立を図る。
（５）有害鳥獣自衛体制整備強化（継続）

生産者側による自衛組織をモデル的に構築し、有害鳥獣の捕獲・追払い従
事者を育成し、捕獲・自衛のための体制整備を促進する。

都道府県、市町村、農業者団体等３．事業実施主体

平成１５年度～４．事業実施期間

１/２５．補助率

［担当課：消費・安全局植物防疫課］



（参考）
鳥獣による農林水産業被害防止対策関係１６年度予算（農林水産省）について

（単位：百万円）

担 15年度 16年度
当 事 業 名（注1） 事 業 内 容 備 考
局 予算額 内示額

生産振興総合対策事業 21,970 19,439
の内数 の内数

うち農業生産総合対策事業

生 鳥獣害防止 ①省力化と常時監視が可能なGPS等による広域かつ詳細な野生
鳥獣の動向調査

②被害防止に必要な知識の普及啓発活動
③地域の技術指導者で構成するチームによる活動体制の整備

産 ④低コストで効果的かつ先進的な技術の実証による先進的被
害防止システムの確立

⑤生産者による自衛体制の整備。

局 条件整備事業

うち畜産振興総合対策事業

自給飼料増産総合対策事業

畑地帯総合整備事業 1,635 1,027
（緊急整備型） ［公共］ の内数 の内数

畑地帯総合整備事業 31,769 26,512
（担い手育成型） ［公共］ の内数 の内数

農 畑地帯総合整備事業 9,825 12,744
（担い手支援型） ［公共］ の内数 の内数

農村総合整備事業(注2) 14,554 7,543
鳥獣被村 ［公共］ の内数 の内数

事業の一環として、被害防止施設の整備 害対策
は補助農村振興総合整備事業(注3) 20,786 24,436
メニュ［公共］ の内数 の内数
ーのう振
ちの１中山間地域総合整備事業 60,215 53,715
つ［公共］ の内数 の内数

興 中山間地域総合農地防災事業 1,919 1,795
［公共］ の内数 の内数

農地保全整備事業 5,845 5,261
局 ［公共］ の内数 の内数

新山村振興等農林漁業特別対策 10.937 10,042
事業 の内数 の内数

里地棚田保全整備事業 (注4) 1,800 1,795
の内数 の内数

森林環境保全整備事業 55,413 53,258 適切な森林の整備の一環として､シカ等の防護柵､食害防止
(調査費除く) ［公共］ の内数 の内数 チューブ等の設置､忌避剤の散布､広葉樹の造成など生息環境

林 の保全等の実施

林業・木材産業構造改革事業 11,711 9,266 特用林産物（しいたけ、タケノコ等）への被害を防止する
野 の内数 の内数 ための防護柵等の設置

森林資源保護事業(野生鳥獣被 177 130 ①捕獲技術者の養成、広域的な捕獲組織の核となる「ふるさ
庁 害防除事業を含む) の内数 の内数 と森林自警団」の創設等による有害鳥獣駆除体制の整備

②効率的な捕獲が可能となる誘導型捕獲装置の導入

野生鳥獣被害の軽減に資する新 13 12 特定鳥獣の生態等を踏まえた「水土保全林」、「森林と人
たな森林区分を踏まえた森林整 との共生林」、「資源の循環利用林」の３区分ごとの施業指
備の手法に関する調査［公共］ 針並びに施業方法に適応した防除指針等についての検討

農 野生鳥獣による農林業被害 100 100 ①野生鳥獣の個体群管理のための技術的検証
林 軽減のための農林生態系管 ②農林地の管理形態と野生鳥獣の相互関係の解明
水 理技術の開発ほか ③農林業被害の社会経済的要因の解明及び軽減手法の開発等

試 産
験 技 イノシシの生態解明と農作 44 前年度 最新のGPSテレメトリ技術（GPSを利用した自動追跡技術）
研 術 物被害防止技術の開発(先 同額程 を活用したイノシシの生態・行動特性の解明及び効果的な農
究 会 端技術を活用した農林水産 度予定 作物被害防止技術の開発等
機 議 研究高度化事業)
関

林 森林の適正管理に係わる野 8,797 8,716 野生動物の適切な保護管理を実施し森林被害を軽減するた
野 生動物のアダプティブマネ の内数 の内数 め、個体数調整後の影響（被害量）の把握手法等の検討
庁 ージメントの適用

水 健全な内水面生態系復元推進事 296 333 カワウによる放流稚魚等の食害の軽減を図るため、生息域 平成15年
産 業 の内数 の内数 の拡散防止や効果的な捕食防止に係る技術開発等を行うとと より新設
庁 もに、地域における飛来・生息状況等の調査、追い払い機器

の設置などによる捕食防止措置、一定数の駆除等を実施

(注1)平成16年度の事業名。(注2)｢農村総合整備事業｣には統合補助事業分を含む。(注3)｢農村振興総合整備事業｣には、統合補助事業
分を含む。(注4)平成15年度において棚田地域等保全整備事業とふるさと水と土ふれあい事業は｢里地棚田保全整備事業｣として創設。




