
第１節　農業生産総合対策事業

１　事業の趣旨

　新たな食料・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。）の下における農業生産

対策の推進については、国内の農業生産を基本とした

食料の安定的な供給の確保を図ることとして、国内農

業生産の維持及び増大を目指すとともに、農業の自然

循環機能の維持増進により、その持続的な発展を図る

ことが最重要課題となっている。

　農業生産総合対策事業（以下「生産総合事業」とい

う。）は、政策目標を新基本法に即して重点化し、麦及

び大豆の生産の定着・拡大等による国内農業生産の維

持及び増大並びに農業の自然循環機能の維持増進を図

るため、平成１６年度までの期間に、新基本法第１５条に

基づく食料・農業・農村基本計画に示された作物ごと

の生産・流通等に係る課題の解決に必要な総合的な生

産対策を実施するものである。

　このため、生産総合事業においては、各種関連施策

との連携を考慮しつつ、経営対策体制整備推進事業実

施要綱（平成１２年４月１日付け１２構改B第１６６号事務次

官依命通知）第３の２に基づく地域農業マスタープラ

ン（以下「マスタープラン」という。）に基づき、生産

から流通までの一貫した高度な産地体制の構築、生産

者と消費者及び実需者との連携体制の整備、新技術や

新品種の導入・実証、農業の持続的な発展に資する生

産方式の定着、土壌機能の増進、有機性資源の循環利

用等を進めるとともに、それに必要な共同利用施設・

機械及び小規模土地基盤の整備を総合的かつ計画的に

実施するものとする。

２　事業の目標

　生産総合事業は、１の趣旨を踏まえ、次に掲げる事

項に資するものとして、総合的に施策を推進するもの

とする。

�　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

�　水稲と麦・大豆等の組合せによる収益性の高い安

定した水田農業の確立　　　　　　　　　　　　

�　畑作物、果樹、野菜、花き、地域特産物等の生産

　性及び品質の向上

�　土づくりと化学肥料・農薬の使用の低減を一体 　

的に行う持続性の高い農業生産方式の導入及び定着

�　未利用有機性資源の循環利用の推進

３　事業の概要

�　事業の実施方針

　ア　生産総合事業は、地域の実情に応じつつ、�に

掲げる各事業を適切に組み合わせるとともに、各種関

連施策との連携の下に総合的に実施するものとする。

また、生産の組織化、作付けの団地化及び効率的かつ

安定的な経営体の育成を図るとともに、水田農業経営

確立対策の円滑な推進に配慮するものとする。

　イ　生産総合事業は、地域農業の生産体制及び農産

物の供給体制の抜本的強化のために実施するモデル性

を有する事業であり、事業実施主体は、マスタープラ

ンに基づき、事業の実施計画を作成し、計画的に事業

を実施するとともに、定量可能な目標を立て、その達

成に努めるものとする。

　ウ　�のうち、農業生産総合対策条件整備事業につ

いては、効果的な事業推進の観点から、原則として、

国内農業生産流通体制整備強化対策事業又は自然循環

機能増進総合対策事業を１年間以上実施し、その効果

が十分に発現することが見込まれる地域において実施

するものとする。

　エ　生産総合事業の実施に当たっては、投資が過剰

とならないように投資効率その他個々の農家の経営収

支等を十分考慮するものとする。

　この場合、投資に対する効果が適正か否か判断する

ため、整備する施設等の導入効果について、定量可能

な評価手法を用いて分析を行うものとする。

�　事業の内容

　ア　国内農業生産流通体制整備強化対策事業

　国内農業生産の維持及び増大を図るため、担い手を

中心とした生産から流通までの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
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ある産品の開発、農業生産に係る諸課題の解決に必要

な低コストや高品質化の推進に必要な新技術・新品種

の導入・実証等の推進を図る。

　�　産地システム化推進対策事業

　担い手を中心とした生産体制の整備、合理的な作付

体系の導入、効率的な流通体制の確立等を通じ、生産

から流通までの一貫した産地体制（システム）の確立

に向けて必要な活動を行う。

　�　消費者・実需者連携促進対策事業

　消費者・実需者ニーズに対応した生産者と消費者・

実需者等との連携体制の構築や特色ある産品の開発・

生産等を推進するために必要な活動を行う。

　�　新技術・新品種導入対策事業

　生産性の向上等に大きく寄与し、技術革新の鍵とな

る技術、品種の実証による早急な普及・定着を図ると

ともに、地域段階における自主的な技術及び品種開発

等を促進するために必要な活動を行う。

　イ　自然循環機能増進総合対策事業

　農業の持続的な発展に資する生産方式の定着、土

壌・土層改良等による土壌機能の増進、有機性資源の

循環利用の促進等を図る。

　�　持続的農業総合対策事業

　たい肥等による土づくりと化学肥料・農薬の使用の

低減を一体的に行う持続性の高い農業生産方式の導入

の促進、有機農産物の生産の定着化の支援等に必要な

活動を行う。

　�　土壌機能増進対策事業

　土壌機能の増進に関する推進指導及び汚染土壌にお

ける有害物質の除去等の土壌環境の改善に必要な活動

を行う。

　�　有機性資源循環利用システム確立事業

　家畜排せつ物等の有機性資源について、耕種農家と

畜産農家、食品産業関係者、都市住民等との密接な連

携の下に、地域の条件に適合した先導的な循環利用シ

ステムの確立を図るために必要な活動を行う。

　ウ　農業生産総合対策条件整備事業

　ア及びイの事業の効果的な推進を図るため、農産物

の生産及び産地の形成に必要な共同利用施設、集団営

農用機械及び小規模土地基盤の整備を図る。

　エ　団体推進事業

　ア及びイの事業を支援するため、全国的視点から民

間団体における革新的生産技術の開発等の推進を図る。

表１　予　算　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２年度

　　農業生産総合対策事業　　　　　 　　　２８１億円 

第２節　水田農業経営確立対策

１　水田農業経営確立対策

�　米の生産調整の経緯

　米の生産調整については、稲作転換対策（昭和４６～

５０年度）、水田総合利用対策（昭和５１、５２年度）、水田

利用再編対策（昭和５３～６１年度）、水田農業確立対策

（昭和６２～平成４年度）、水田営農活性化対策（平成５

～７年度）、新生産調整推進対策（平成８、９年度）、

緊急生産調整推進対策（平成１０、１１年度）に続いて、

１２年度から水田農業経営確立対策を実施している。

�　水田農業経営確立対策の概要

　ア　趣旨

　現在の水田農業をめぐる状況は、米については、需

給の不均衡が拡大する一方で産地ごとの価格・販売動

向等に相当の差が生じており、他方、水田における麦・

大豆・飼料作物等の生産については、その定着が図ら

れていないと言う状況にある。

　このような状況の中で、水田農業の再構築を図るた

め、平成１１年１０月末に「水田を中心とした土地利用型

農業活性化対策大綱」を決定し、その中において、需

要に応じた米の計画的生産と水田における麦・大豆・

飼料作物等の本格的生産を柱とする総合的施策を講じ

ることとしたところである。

　このうち、需要に応じた米の計画的生産については、

産地ごとに価格・販売動向等を踏まえた生産販売戦略

と連動した計画的生産を円滑かつ的確に推進すること

が重要である。

　また、水田における麦・大豆・飼料作物等の本格的

生産については、自給率が低く、現在では定着度の低

い麦・大豆・飼料作物等の生産を品質・生産性の向上

を図りながら定着・拡大し、実需者ニーズに対応した

品質の良い、売れる作物作りを進めていくことが重要

である。

　これらを通じて、米と麦・大豆・飼料作物等を適切

に組み合わせた収益性の高い安定した水田農業の確立

を推進するものとしている。

　イ　生産調整対策水田面積等

　�　生産調整対象水田面積の決定の原則

　　ａ　平成１２年度の生産調整目標面積は、平成１１年

度と同規模の９６３千 ha としている。

　　ｂ　各地域での米の計画的生産を円滑かつ確実に

推進するため、引き続き、都道府県別生産調整

目標面積のほかに生産目標数量を参考として示
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している。

　�農業者別の生産調整対象水田面積の決定

　　ａ　農業者別の生産調整対象水田面積の決定は、

食糧法に基づき、米穀の需給及び価格の安定に

関する基本計画に定める米穀の生産目標を基礎

とし、国から都道府県、市町村、農業者の順に

決定し、通知する。

　　ｂ　aの決定手続きに先立ち、全体需給の調整を

図る観点から、都道府県、市町村の順に行政機

関及び農業団体等が、あらかじめ生産調整目標

面積を提示する。なお、平成１２年度の都道府県

別の生産調整目標面積も平成１１年度と同規模と

している。

　市町村段階では、農業者・地域の自主性の尊重の観

点から、市町村等水田農業推進協議会において、市町

村別生産調整目標面積を踏まえて策定した生産調整の

実施方針を農業者に提示しつつその希望を聴くととも

に、とも補償事業や地域間調整活動等を行うことによ

り、農業者の意向が極力反映されるよう十分な調整を

行った上で決定している。

　ウ　生産調整推進のための助成措置

需給調整に貢献している計画的生産実施者（目標達成

率１００％以上の農業者）の経営安定を図り、生産調整に

伴う不公平感を改善することを通じ、生産調整の円滑

かつ実効ある推進を図るため、以下の対策を一体的に

実施している。

　�　経営確立助成

　麦・大豆・飼料作物等の主産地形成に向け、作付け

の団地化又は土地利用の担い手への集積、地域の気象

条件等を踏まえた基本的な栽培技術の実施等の要件を

満たして麦・大豆・飼料作物等の本格的生産に取り組

む農業者を支援するための助成金を交付している。

なお、助成金の交付対象者はとも補償金の交付対象者

であって、計画的生産実施者である。

　�　とも補償

　経営確立助成の措置を補完し、需要に応じた米の計

画的生産の円滑かつ確実な実施、水田の十分な活用、

地域における水田農業振興等に資するよう、全国各地

の農業者の拠出（水稲作付面積１０a当たり４千円）と

政府の助成により資金を造成し、地域における水田農

業振興の取組みの実態に応じて計画的生産実施者にと

も補償金を交付している。

　�　稲作経営安定対策

　稲作農家が安心して営農に取り組めるようにするた

め、生産者の拠出と政府の助成により造成した資金を

用い、自主流通米の価格下落が稲作経営に及ぼす影響

を緩和するための資金を交付している。

なお、この資金の交付対象者もとも補償の交付対象者

であって、生産調整実施者である。

　�　経営確立助成及びとも補償の体系と水準は表２、

３のとおり。

�　平成１２年度における対策の実施状況

　ア　平成１２年度における水田農業経営確立対策の生

産調整実施面積は、９６９千 ha であり、１００．９％の実施率

となった。

　イ　生産調整実施面積のうち、作物作付けが５５７千

ha で全体の約６割を占めており、このほか、景観形成

等水田９千 ha、調整水田５５千 ha、水田預託４千 ha、

自己保全管理６２千 ha、土地改良通年施行５千 ha 及び

実績算入２７７千 ha となっている。

　ウ　作物作付けの主要な内訳は、麦（７５千 ha）、大

豆（８６千 ha）、飼料作物（１０７千 ha）及び野菜（１２８千

ha）の４作物で、全体の約７割を占めた。

第３節　農産物の生産対策等

１　種子対策

　主要農作物（稲、麦及び大豆）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、農業生産総合対策事業において、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。

　また、消費者のニーズに即した新しい形質を有する

品種の奨励品種決定の迅速化・的確化のための品種特

性データベースの整備と品質特性評価システムの開発

を推進した。 

第４章　生　　産　　局 －１２５－

表２　水田農業経営確立助成

内　　　　　　容種　　　類

作付けの団地化を進めるための助成
�基本助成
ア　団地化型

土地利用の担い手への集積を進める
ための助成

イ　土地利用
　　集積型

水田の高度利用又はこれに匹敵する
機械等の利用率の向上を進めるため
の助成

�水田高度利
　用等加算



２　米生産対策

�　生産動向

　１２年産水稲の作付面積は１，７６３千haと前年に比べて

１７千 ha 減少した。一方、収穫量は９，４７２千 tと３１３千

t増加した。

　作柄は、関東の作期の遅い地域において９月下旬の

高温及びその後の秋雨前線の影響等により、登熟が抑

制されたものの、全国的には７月以降おおむね天候に

恵まれたことから、作況指数は１０４の「やや良」、１０a

当たりの収量は５３７kgとなった。

�　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とともに、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

産流通体制の確立を図ることが必要となっている。

　このような課題に対応するため、農業生産総合対策

事業において、稲・麦・大豆の土地利用型作物を一体

として捉え、共同利用機械・施設の整備等による担い

手を中心とす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・定着等を推進した。

　また、経営体の飛躍的な規模拡大等に資する直播栽

培技術を中心として、レーザー均平化技術等の大区画

ほ場に対応した先端技術を組み合わせた技術体系の確

立・普及を推進した。

　さらに、産地の連携により、実需者ニーズに対応し

た広域的な流通体制整備を推進するとともに、中山間

地域等において、気温の日較差等立地条件を活用した

産地形成や産地における精米・もち加工等の付加価値

の高い米作りを推進した。

　加えて、国産米に対する多様なニーズに対応し、最
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表３　水田農業経営確立対策助成補助金等の体系と水準
（単価／１０a）

保全管理
自己保全
管理

土地改良
通年施行
１／３に
換　算

調整水田
一般は
２／３に
換　算

景観形成
等 水 田

作物作付け

種　　　　　類
特例作物

永年性作
物等

一般作物

その他
麦・大豆
飼料作物

１０１０１０１０１０２０２０一　　　般
と
も
補
償　
　
　 －３３３３３３地区達成加算

－－－－－２０４０
基本助成（一般型）
団　地　化　型
土地利用集積型経

営
確
立
助
成　
　

－－－－－－１０水田高度利用等加算

－－－－－１０３０
基本助成（簡易型）
団 地 化 型
土地利用集積型

平　成
１２・３
年度限
り　　

（注）１　「とも補償」とは、生産者による拠出（水稲作付面積１０ａ当たり４千円）と政府の助成により全国規模の資金を造成
し、この資金から麦・大豆・飼料作物等の地域における取組の実態に応じて、とも補償金を交付する対策である。な
お、とも補償金の受取対象作物、受取単価等については、市町村等水田農業推進協議会において設定する。
２　調整水田、保全管理、自己保全管理及び土地改良通年施行の不作付面積の換算率については、作物生産振興を通じた
水田農業経営の確立を進めるために、段階的に縮小する。
３　「地区達成加算」とは、対策推進上の地区において米の計画的生産を達成した場合に加算するものである。
４　「経営確立助成」とは、需要要件、技術要件等を満たして取り組んでいる農業者及び生産集団を対象とし、団地化又
は土地利用集積のいずれか一つを選択する。
５　「水田高度利用等加算」とは、麦・大豆・飼料作物のいずれかを含めた水田の高度利用（１年２作等）又はこれに匹
敵する機械等の利用率の向上を進める場合に加算するものである。
６　永年性作物等については、一定年限に限りとも補償金を交付する。
７　自己保全管理については、市街化区域等では実績算入とする。　
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近開発された新品種・系統や多様な栽培技術等を活用

した特色ある米作りを推進するとともに、大規模農業

経営確立のために不可欠な肥培管理自動制御システム

の実用化を促進した。

３　麦生産対策

�　生産動向

　平成２年産以降、早期水稲との作期競合、作柄不良

等による収益性の低下、転作等目標面積の緩和等によ

り減少を続けてきたが、平成８年産より増加傾向に転

じ、平成１２年産は「水田を中心とした土地利用型農業

活性化対策」の推進等により、転作麦を中心に作付け

が拡大し、４麦計で前年比７．２％増の２３万６，６００ha と

なった。生産量については、北海道において収穫期の

降雨等による倒伏、穂発芽の被害が発生したことから

作柄は不良となったが、都府県においては天候に恵ま

れ作柄が良かったことから、全国４麦計では前年比

１１．４％増の９０万２，５００トンとなっている。

�　生産対策

　麦については、「食料・農業・農村基本計画」で示さ

れた生産努力目標の達成に向けて、品質の向上、生産

の安定化及び生産コストの低減等の課題の解決を図り

つつ、水田における本格的生産の定着・拡大並びに合

理的な輪作体系の下での畑作麦の安定生産に向けた取

り組みを強化することが重要となっている。

　特に、平成１２年産においては「水田を中心とした土

地利用型農業活性化対策」の推進等により、転作麦を

中心に作付面積が拡大してきているが、品質等の面で

需要に応じた生産が必ずしも十分に図られておらず、

生産量についても、作柄の変動等により不安定な状況

にある。また、生産コストが市場での流通価格をはる

かに上回る水準で推移している状況にもある。

　このため、実需者、生産者、行政等を含めた産地協

議会等の場において、実需者のニーズを的確に把握す

るとともに、地域の条件に応じた基本技術の励行、品

質分析に基づいた産地における品質管理等の徹底並び

に加工適性に優れた新品種の導入による品質の向上・

安定化や担い手の生産規模の拡大、作付けの団地化、

合理的な作付体系の確立等による生産の安定化及び生

産コストの低減等の取組を推進した。

４　大豆生産対策等

�　生産動向

　大豆の作付面積は、近年、田作では、米の生産調整

目標面積の拡大等により、大きく増加している一方、

畑作では、北海道では小麦等への転換、自家消費が主

体の都府県では農家の高齢化等により作付面積は減少

しており、全体として増加傾向にある。平成１２年産に

ついては、「水田を中心とした土地利用型農業活性化

対策」の推進等に伴い、前年比１３％増の１２万２，５００haと

なった。

　また、１０ａ当たり単収は、近年横這い傾向となって

いたが、平成１２年産については、生育全般を通じて天

候に恵まれたことや産地における本作化への取組がみ

られたことから、作況指数は１０８の「良」、１０ａ当たり

収量は全国平均で過去最高の１９２㎏となった。

　これらの結果、平成１２年産の生産量は平成２年産以

降、１０年ぶりに２０万ｔ台を回復し、２３万５，０００ｔ（対前

年比１２６％）となった。

�　生産対策

　各道府県ごとに大豆作振興地域を設置するとともに、

主産地の形成、作付けの団地化・担い手の育成を促進

する観点から団地化や担い手への集積を要件とし、対

象地域、対象者を重点化して生産振興対策を推進して

いる。

　平成１２年産には、農業生産総合対策において、全国

９５１市町村で、産地ごとに、生産者、実需者、行政等

の関係者が参加する産地協議会を設け、担い手の育成、

生産性の向上、実需者ニーズへの対応等について、産

地の条件に応じた具体的な目標を定めた上で、その達

成に向けて、担い手の育成及び団地化推進のための集

落座談会、品質向上・安定化のための実証ほの設置、

栽培技術の高位平準化を目指した研修等を実施した。

�　大豆交付金

　「大豆交付金暫定措置法」に基づき、平成１１年産の大

豆については、１１，９７９百万円の交付金を交付した。　ま

た、平成１３年産大豆の交付金単価を８，３２０円／６０kgと

定めた。

�　新たな大豆政策の展開

　平成１１年９月に決定された「新たな大豆政策大綱」

に基づき、銘柄ごとの市場評価が生産者手取りに的確

に反映され、需要に応じた良品質大豆の生産拡大に資

する観点から、「大豆なたね交付金暫定措置法」等の一

部改正を行い、これまでの不足払制度を見直し、１２年

産大豆から原則として事前に定めた全銘柄共通の一定

の単価により助成する方式に改めるとともに、価格変

動が農家の経営に及ぼす影響を緩和するための大豆作

経営安定対策を創設した。

　また、生産者・実需者間の安定的な取引関係の構築

を図るため、生産者・実需者が一体となった「国産大

豆協議会」における相互の情報交換や、生産者団体が

開催する「大豆情報委員会」による需給・価格情報の
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分析と生産者への伝達を進めるとともに、入札取引の

透明化・適正化及びそれを前提とした相対取引・契約

栽培の拡充に向けた枠組みづくり等を行った。

５　野　菜　対　策

� 　野菜価格の動向

　野菜は、鮮度が要求される一方で、貯蔵が困難なこ

と、必需品的性格が強いことに加え、気象条件により

作柄変動が大きいことなどから、需給、価格のかなり

の変動が避けられないという特質がある。

　１２年度の春野菜については、天候に恵まれ、出荷が

順調であったことから、ほとんどの品目が平年を下回

る価格で推移した。

　夏野菜については、価格は短期的に変動を繰り返し

たものの、総じて平年を下回る価格で推移した。

　秋冬野菜については、１０月以降は平年を下回る価格

で推移したものの、日照不足、寒波、降雨等の影響に

より入荷量が減少したことから、１月以降は輸入増加

の影響があるねぎを除くほとんどの品目が平年を上回

る価格で推移した。

　また、１２年度の生鮮野菜の消費者物価指数は、全国

平均で前年に比べ下落した。

� 　野菜価格安定対策

　ア　野菜指定産地の指定

　需要見通し等から推定される指定消費地域における

指定野菜の需要動向に即するように、野菜指定産地の

指定を行っており、１１年度までに１，１９０産地を指定し

たが、１２年度においては、更に１２産地を追加指定した。

他方、指定後の社会経済条件の変化により、既指定産

地のうち１６産地の指定解除を行った。このため、野菜

指定産地は４産地減少し、合計１，１８６産地となった。

　イ　野菜指定産地推進指導

　� 　野菜指定産地活性化推進調査事業

　野菜指定産地の指定、活性化等の基礎資料とするた

め、野菜指定産地を中心に生産出荷構造の動態を把握

するとともに生産出荷見通しを作成するのに要する経

費に対して助成した。 ������  （予算額　３８２万円）
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表４　生鮮野菜の消費者物価指数

　（全国，１２年＝１００）

前年度比上昇率指　数年度・月

１０．２１２４．３

△　１３．７１０７．３１１

△　１３．９９８．７１２． ４

△　１３．０９４．３１２． ５

△　 ２．４９６．４　　６

△　１０．９９４．０　　７

△　１９．８９６．３　　８

△　１２．５１０４．２　　９

△　１３．５１０８．１　 １０

△　 ２．９１００．５　 １１

　　１３．５１０４．８　 １２

　　１７．１１２０．０１３． １

　　２２．０１１８．８　　２

　　 ３．８１０６．５　　３



　�　野菜指定産地計画育成強化事業

　ａ　野菜指定産地計画育成強化事業

　都道府県が、野菜指定産地を計画的に育成するため

候補地を選定し育成計画の樹立及び調査指導を行うの

に要する経費に対し助成した。

（予算額　３９３万６千円）

　ｂ　野菜指定産地育成強化指導事業

　都道府県が、野菜指定産地の生産出荷体制の育成強

化を図るため、野菜指定産地育成強化指針を作成する

のに要する経費に対し助成した。

（予算額　２２２万３千円）

　ウ　計画生産出荷

　�　野菜需給均衡総合推進対策事業

　近年、野菜の需給は、消費面において食生活の多様

化、健康志向、品質重視、若年層の野菜離れといった

傾向がみられる中で、生産面では、担い手の減少、高

齢化等労働力面での制約や連作障害の発生等の問題が

生じている。

　このような中で、需給均衡に向けた生産出荷団体の

自主的な取り組みを一層助長するとともに、野菜全体

にわたる計画的な生産出荷を総合的かつきめ細かく推

進することとして引き続き「野菜需給均衡総合推進対

策事業」を実施した。

　ａ　野菜需給均衡総合推進事業

　�　野菜需給安定推進事業

　　主要な野菜について的確な需給調整を図るため、

全国生産出荷団体が、野菜需給安定中央推進会議を開

催するとともに、その成果を踏まえ、全国生産出荷団

体及び県生産出荷団体が、品目別に野菜需給安定協議

会を開催し、また、価格低落時には緊急需給調整会議

を開催するほか、野菜需給調整担当者の研修会を行っ

た。

　�　重要野菜需給調整推進事業

　キャベツ、たまねぎ等消費生活上重要であり、特に

需給の安定を図る必要のある野菜（重要野菜）につい

て、全農がその系統組織を活用して都道府県段階及び

全国段階で生産出荷適正化協議会を開催し、生産出荷

計画を作成するとともに、計画に基づく生産出荷を推

進した。

　�　産地連携野菜安定供給推進事業

　輸入が急増又は急増するおそれのある野菜について

出荷時期等の異なる産地が連携して年間を通じた安定

的な供給を推進するための体制を整備すること等によ

り、国産野菜の安定供給の推進と需要の確保に取り組

むのに要する経費に対して助成した。

　ｂ　重要野菜緊急需給調整事業

　ａの�の計画生産出荷を推進する過程で、重要野菜

の著しい価格変動に対処して全農が系統組織を活用し

て産地調整等の緊急需給調整を行うために、（社）全国

野菜需給調整機構が必要な資金の造成を行った。

　ｃ　指定野菜緊急出荷調整事業

　夏秋レタスの著しい価格変動に対処して、全農が系

統組織を活用して産地調整等の緊急出荷調整を行うた

めに、（社）全国野菜需給調整機構が必要な資金の造成

を行った。

　ｄ　価格回復緊急出荷調整事業

　指定野菜（重要野菜及び夏秋レタス除く）及び特定

野菜の著しい価格変動に対処して、県生産出荷団体が

緊急需給調整を行うため、交付金等の交付を行う野菜

価格安定法人へ助成する野菜供給安定基金が必要な資

金の造成を行った。

　ｅ　野菜需給安定促進情報事業

　野菜の計画的な生産出荷、需給調整等を推進するた

め、その生産、流通、消費等に関する情報のデータ

ベース化、利用システムの開発、提供等を行った。

　ｆ　野菜需給調整促進情報システム構築事業

　野菜の生産、出荷、輸入動向等の各種情報を消費者、

生産者、実需者等の的確な判断に資するよう迅速に提

供するため、国内外主要産地の野菜の作付動向、作柄

等について高性能衛星により画像処理を行うシステム

を構築するとともに、当該システムを活用した画像処

理・分析等の検証を行った。

　ｇ　生鮮野菜輸入先国生産出荷動向等調査事務費

　輸入が急増している野菜の輸入先国の生産出荷動向

について、精度の高いリアルタイムな現地調査を主た

る出荷期間に実施し、関係者に迅速に情報提供するこ

ととし、海外野菜情報の収集、分析、提供の高度化を

通じて国内野菜の生産出荷の安定に資するために、野

菜供給安定基金が必要な資金の造成を行った。

　　野菜指定産地生産出荷協議会

　重要野菜を除く指定野菜については、野菜指定産地、

都道府県及び地域ブロック段階で野菜指定産地生産出

荷協議会を行い、生産出荷の合理化・計画化等を推進

した。

（参考）１２年度協議会等開催実績

　　　全国野菜需給会議　　　　　２回

　　　全国生産出荷適正化協議会　８回

　　　地域生産出荷協議会　　　　４０回

　エ　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、前年度に引き続き、野菜供給安定基金が、指定

野菜の指定消費地域における価格の著しい低落が野菜
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生産者に及ぼす影響を緩和するために、価格補てん事

業を実施した。

　この事業の適正かつ円滑な運営を期すため、１２年度

においては次のとおり事業の拡充強化を図った。

　　　交付予約数量の増加等

　野菜指定産地から指定消費地域に出荷される指定野

菜について、価格補てん事業のカバー率を高めるため、

交付予約数量の計画的増量を行った。

　本事業の１２年度における資金造成総額は９８６億１，８０７

万円（別に国庫債務負担行為限度額１６０億２，９９９万円）

であり、道府県を通じ１２億７，８７１万円を助成した。

　１２年度における価格差補給交付金の交付額は、１６６

億４，６６８万円である。

　オ　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、前年度に引き続き、

地域農業振興上の重要性、国民消費生活安定上の重要

性等の観点から、指定野菜に準ずる野菜（特定野菜）

並びに都市圏の野菜産地、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。）が行う価格差補給事業に対し、野菜供給安定

基金を通じ助成を行った。

　１２年度においては、特定野菜として、ちんげんさい

を加え、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、か

ぼちゃ、カリフラワー、かんしょ、グリーンピース、

ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅ

んぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、セルリー、

そらまめ、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッ

コリー、みつば、メロン（温室メロンを除く。）、やま

のいも及びれんこん（合計２８品目）が指定されている

ほか、ししとうがらし、わけぎ及びらっきょうが特に

その供給の安定を図る野菜として地域を限定して特認

野菜に指定されている。

　なお、１２年度においては、野菜価格安定法人が行う

価格差補給事業に対して野菜供給安定基金が助成する

ために要する資金造成費として、同基金に対し７億

１，１６９万円を助成した。

　１２年度においては野菜供給安定基金が実施計画を認

定した価格差補給事業の実績は、次のとおりである。

　交付予約数量 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　４４６，４３５t

　野菜価格安定法人必要造成額 ��� １４４億８，３５９万円

　野菜供給安定基金準備額 ����� ８４億４，６１３万円

　１２年度分に係る価格差補給交付金交付額

 ������������������� ３１億７１万円

　うち、野菜供給安定基金助成額 �� １２億１，７７８万円

　カ　野菜価格安定緊急対策事業

　作柄変動に伴う野菜の価格高騰に備えて、野菜供給

安定基金を通じ、キャベツ、たまねぎ等を買い入れ、

保管し、これを価格高騰時又は高騰するおそれがある

場合に売り渡す野菜売買保管事業を引き続き実施した。

（キャベツ等１３，８００t、たまねぎ等６，３００t）

　また、台風等による野菜の生育初期被害に備えて、

野菜供給安定基金を通じ、あらかじめキャベツ等の苗

を契約生産し、被災時に産地からの申し込みに応じて

これを供給する野菜予備苗供給事業を引き続き実施し

た。（キャベツ等の苗３３０万本）

�　野菜の流通・加工対策

　ア　野菜消費改善総合対策事業

　食生活指針を基本として、食生活における野菜の重

要性の普及・啓発による全国的規模での野菜の消費改

善を推進するため、野菜の機能や消費動向等に関する

調査、啓発資料の作成、野菜フォーラムの開催等を行

うとともに、地域の野菜の消費実態に即した消費改善

のためのアクションプログラムの策定、セミナーの開

催、地域特産野菜の掘り起こし等を行った。

 ������������ （予算額　４，７０９万１千円）

　イ　野菜流通・販売一貫ばらシステム推進支援事業

　通い容器の効率的な利用による野菜流通販売一貫ば

らシステムを構築するために、通い容器の利用実態等

の調査を行うとともに、作業効率の実証を行った。

 ������������ （予算額　１，０５５万４千円）

　ウ　野菜産地流通システム検討推進事業

　農家の労働力不足の中で、川中、川下からの出荷に

対する多様なニーズに応えるため、新しいコスト分析

手法を用いて生産者から集出荷施設までの段階を含め

た最適な集出荷・流通システムを構築し、コスト低減

を図るため、先進産地等の実態調査、流通段階のコス

ト分析及びこれら調査結果等について関係者へのシン

ポジウムを開催した。

 ������������ （予算額　１，６１５万５千円）

　エ　先進的野菜流通システム実態調査事業

　我が国において想定される流通システムの変化に対

応した国内野菜産地の誘導に資するため、米国等海外

の流通規格も含めた流通実態と既に国内で展開してい

る流通実態の調査を行った。

 ������������� （予算額　５０６万１千円）

　オ　原料野菜契約取引高度化モデル事業

　フードシステム連携強化・循環推進事業の一環とし

て、原料野菜の契約取引の高度化を推進し安定供給体

制の確立を図るため、周年供給や野菜残さのリサイク
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ル等を取り込んだ契約取引の推進活動、契約取引を円

滑かつ継続的に行うための施設の整備等を行った。

 ������������ （予算額　１億６，８１４万円）

�　野菜生産対策

　ア　野菜生産（主要２８品目）の動向

　野菜の作付面積は、昭和５０年代に増加傾向で推移し

てきたものの、生産農家の高齢化、機械化・省力化の

立ち遅れ等から、キャベツ、だいこん、はくさい等重

量野菜を中心として昭和６０年以降減少傾向に転じ、平

成１２年には４４万５千 ha となった。（表５）

　収穫量をみると、１，２７７万 tとなり、出荷量も１，０３８

万 tとそれぞれ前年産並みとなった。（表６）

表５　主要２８品目の野菜の作付面積の動向

　区分／年次　平成１０年　　１１　　　　　１２（速報値）

　作付面積　　４６０，２００ha　４５５，５００ha　　４４５，０００ha

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」

（注）主要２８品目の野菜とは、表９の品目欄に揚げる野菜

である。

表６　主要２８品目の野菜の収穫量及び出荷量の動向

　区分 /年次　平成１０年産　　　１１　　　１２（速報値）

　収穫量　　　１２，６３９，０００t　１２，８６６，０００t　１２，７６７，０００t

　（対前年比） 　　（９５．１％）　　（１０１．８％） 　　（９９．２％）

　出荷量　　　１０，２４５，０００t　１０，４３５，０００t　１０，３８３，０００t

　（対前年比） 　　（９５．８％）　　（１０１．９％）　 　（９９．５％）

　資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」

　（注）主要２８品目の野菜とは、表９の品目欄に掲げる野菜

である。

　平成１２年産の作付面積及び収穫量を類別にみると表

９のとおりである。

　�　根菜類

　作付面積は、だいこん、さといも等が生産者の労働

力不足等により減少したことから、前年産に比べ４％

減少した。

　収穫量は、やまのいも及びかぶがおおむね天候に恵

まれ、根部の肥大が良好となったことから増加したも

のの、だいこん、さといも等が作付面積の減少等によ

り減少したことから、前年産に比べ２％減少した。

　�　葉茎菜類

　作付面積は、はくさい、ねぎ等が前年産の市場価格

の低迷等により減少したことから、前年産に比べ１％

減少した。

　収穫量は、たまねぎ及びねぎがおおむね天候に恵ま

れ、生育が順調であったことから増加したものの、は

くさいが作付面積の減少により、ほうれんそうが日照

不足等の影響により減少したことから、前年産に比べ

１％減少した。

　�　果菜類

　作付面積は、トマトが前年産並みであったものの、

なす等が他野菜への転換等により減少したことから、

前年産に比べ２％減少した。

　収穫量は、かぼちゃが作付面積の減少により減少し

たものの、なす、トマト等がおおむね天候に恵まれ、

着果数が多く肥大が良好となったことから、前年産に

比べ１％増加した。

　�　豆類等

　作付面積は、えだまめが契約栽培の増加等により増

加したものの、スィートコーンが契約栽培の減少等に

より、さやえんどう及びさやいんげんが他野菜への転

換等により減少したことから、前年産に比べ３％減少

した。

　収穫量は、えだまめが作付面積の増加により、さや

えんどう及びさやいんげんはおおむね天候に恵まれ、

受精及び粒の肥大が良好となったことから、前年産に

比べ増加したものの、スィートコーンが作付面積の減

少により減少したことから、前年産並みとなった ｡

　�　果実的野菜

　作付面積は、すいか及びメロンが市場価格の低迷等

により減少したことから、前年産に比べ４％減少した。

　収穫量は、いちごがおおむね天候に恵まれ、果実の

肥大が良好となったことから増加したものの、すいか

が作付面積の減少により減少したことから、前年産に

比べ１％減少した。

　�　洋菜類

　作付面積は、レタス、ブロッコリー等が前年産並み

となったことから、前年産並みとなった。

　収穫量は、セルリーはおおむね天候に恵まれ ､茎葉

の伸長が良好となったことから増加し、ブロッコリー

は日照不足の影響により、カリフラワーは作付面積の

減少により、共に減少したことから、前年産並みと

なった。

�　野菜の生産対策

　生産農家の高齢化や担い手不足等に加え、輸入野菜

との競合により国内供給力の低下・不安定化が懸念さ

れている。一方、消費者の本物・健康志向の高まりや

業務用需要が増大する中で、消費者ニーズの多様化が

進んでいる。また、環境問題への関心の高まりから、

園芸用使用済プラスチックの適正処理の推進が大きな

課題となっているほか、病原性大腸菌O１５７による食

中毒事件等を契機に、食品としての安全性の一層の向
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上が求められている。こうした中で、環境衛生対策の

推進等、消費者・実需者の多様なニーズに対応しつつ、

野菜の国内供給力を強化するとともに以下の事業等を

実施した。 �������� （予算額　３４億９，０９１万円）

　ア　野菜指定産地等整備活性化推進

　指定産地を中心とした県内の野菜生産出荷体制の強

化を図るため、専門家グループを主体とした産地整備

活性化協議会の設置、県内の指定産地の近代化計画の

点検・評価とこれを踏まえた産地の生産出荷体制の強

化、県内の産地配置や作付体系の検討等を実施した。

　イ　機械化等高効率・快適野菜産地再編　　

　機械化一貫体系や環境制御装置等の省力・快適化技

術の導入、育苗・集出荷作業の外部化等を推進し、生

産から出荷までの一貫した省力化・合理化、快適でゆ

とりある産地体制の構築を図るとともに、環境等に配

慮した持続性の高い生産出荷を推進し効率的・安定的

な生産出荷体制の確立を図るため、協議会の開催、技

術実証展示ほ・施設の設置、小規模土地基盤整備、共

同利用施設、集団営農用機械の整備等を実施した。

　ウ　産消提携野菜産地育成

　栽培・品質情報の提供、直売等により需要者との連

携を促進しつつ、地域の特性を活かした地場野菜や質

的に特徴のある野菜の生産振興、産地間連携や契約取

引等による周年安定供給体制の構築等を推進すること
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表７　平成１２年産野菜の作付面積，収穫量及び出荷量

単位　　　　　　　　　　　　　　　　　

対　　前　　年　　比　　（参考）

１０ａ当たり
平均収量対比出荷量収穫量

１０ａ当たり
収量

作付面積出荷量収穫量作付面積品　　目

－10099－9810,383,00012,767,000445,000計
－9898－962,664,0003,440,000117,500根 菜 類
1029796100961,419,0001,876,00045,700だ い こ ん
10110510410599145,100186,9006,470か ぶ
10210110010298592,100679,60022,200に ん じ ん
9993939994153,900189,90010,700ご ぼ う
1111011001039758,90075,5004,660れ ん こ ん
10293939994138,300230,60018,800さ と い も
111104104104100156,300201,2008,880や ま の い も
－9999－993,746,0004,588,000137,000葉 茎 菜 類
10196969997779,9001,036,00022,700は く さ い
100989899991,228,0001,452,00037,000キ ャ ベ ツ
…96969799250,100316,30025,200ほ う れ ん そ う
9910110110299415,900536,70025,100ね ぎ
981041041031011,073,0001,247,00026,900た ま ね ぎ
－102101－982,035,0002,473,00064,000果 菜 類
10610110110398352,500476,90013,300な す
105105105105100706,800804,40013,600ト マ ト
10510010010398644,400766,70015,200き ゅ う り
99959510095184,900253,60017,700か ぼ ち ゃ
10610410410599146,000170,9004,110ピ ー マ ン
－100100－97334,200471,30056,100豆 類 等
1061051041069824,20037,3005,500さ や え ん ど う
10210010110010152,50080,80012,700え だ ま め
991041031069739,40063,9008,680さ や い ん げ ん
105989810396218,100289,20029,200ス イ ー ト コ ー ン
－9999－96973,7001,103,00038,100果 実 的 野 菜
10910110110299186,200205,3007,460い ち ご
104979810296497,900580,60016,900す い か
10310010010596289,500317,30013,700メ ロ ン
－101100－100630,000692,20032,300洋 菜 類
10110199100100497,400537,60021,700レ タ ス
10510410410410037,60039,900723セ ル リ ー
10298981019725,20031,8001,740カ リ フ ラ ワ ー
10199999910069,80082,9008,150ブ ロ ッ コ リ ー

資料：農林水産省「平成１２年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量（速報）」

作　 付  　 面 　  積 ：h a
収 穫 量 ・ 出 荷 量 ：ｔ
対前年比・平均収量対比：  ％
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により、多様な消費ニーズに対応した安定的な生産出

荷を行う野菜産地の育成を図るため、協議会の開催、

技術実証展示ほ・施設の設置、小規模土地基盤整備、

共同利用施設、集団営農用機械の整備等を実施した。

　エ　野菜生産新技術定着促進

　近年開発が進む高性能農業機械や革新的施設園芸技

術の現場段階での実証、新野菜や調理・加工適性のあ

る新品種等のニーズの高まっている野菜の栽培技術の

実証等を通じて、新技術の実用化・普及、新野菜・新

品種の定着・普及を図るため、協議会の開催、技術実

証展示ほ・施設の設置、共同利用施設、集団営農用機

械の整備等を実施した。

　オ　野菜生産流通技術等高度化支援対策

　　野菜産地の脆弱化が懸念される中で、最先端施設

園芸技術の実用化、園芸施設の設置運営コストの低減、

特定需要に対応した安定的な供給体制の確保、衛生管

理方策についてのガイドラインの作成及び最適な集出

荷・流通システムの構築等を推進し、生産流通におけ

る省力・低コスト化、多様なニーズに対応した生産・

流通、環境衛生問題に配慮した生産流通等多様な課題

への対応を図るため、委員会等の開催、推進計画・指

針の策定、調査分析、実証試験、情報収集・提供、セ

ミナーの開催等を実施した。

６　果樹農業振興対策

�　果樹の生産対策

　ア　果樹生産の動向

　平成１２年の果樹栽培面積は２８万６，２００ha となり前年

に比べ４，５００ha 減少した。種類別にみると、おうとう

（８０ha 増）、西洋なし（３０ha 増）等では増加したもの

の、うんしゅうみかん（１，４００ha減）、りんご（７００ha減）

等では減少した。

　平成１２年産の主要果実の収穫量は３６７万１，０００tとな

り、前年産に比べて４３万 t減少した。これは、うん

しゅうみかんについて、対前年比３０万４，０００t減となっ

た他、りんご（１２万８，１００t減）等で減少したことによ

るものである。一方、もも（１万６，５００t増）、西洋な

し（６，１００t増）等では増加した。

　イ　果樹の生産に関する施策

　�　農業生産総合対策

　食料・農業・農村基本計画の生産努力目標達成に向

け、平成２２年度を目標年度とする「果樹農業振興基本

方針（平成１２年４月農林水産省公表）」に即し、需要動

向に応じた国内生産の維持・増大、産地体制の再編・

強化を図るため、農業生産総合対策において、次の諸

対策を実施した。

　ａ　園地の整備、省力化機械・技術の導入、品質本

位の生産・流通体制を確立するための基幹施設の整備

等による生産性の高い果樹産地の形成

　ｂ　果樹の有する多面的な機能を活用した消費者等

との連携促進、流通・加工の拡大等による果樹産地活

性化の推進

　ｃ　消費の多様化に対応し、特別な栽培方法や新た

な樹種の導入等による特産果樹産地の育成

　ｄ　省力化、軽労化等、地域における果樹栽培上の

諸課題解決に向けた新技術体系確立のための実証

　ｅ　国際化に対応し、栽培の省力化、高品質化を進

めるため、りんごのわい化栽培の導入、うんしゅうみ

かん等の優良品種系統への改植・高接（UR関連対策）

（予算額　農業生産総合対策事業　２８０億７，５０１万円の

内数）

　�　農業改良資金

　農業改良資金においては、「生産方式改善資金」のう

ち、「果樹栽培合理化資金」の貸付けを行った。

（貸付実績　２億３，５８４万円）

　ウ　果樹農業研修所

　果樹農業を担う人材の育成を図るため、果樹農業の

機械化その他の果樹農業に関する研修及びこれに必要

な果樹農業の近代化に係る技術体系の実証を実施した。

（予算額　１億５，２３０万円）

�　果実の流通合理化対策

　果実の需要の動向に即応した安定的な生産及び出荷

の推進並びに流通合理化を図るため、年間の需給見通

し、生産出荷の安定等に関する事項について、関係者

を集め協議を行った。

　果実の集出荷の合理化を図るため、集出荷施設、低

温貯蔵施設等を設置することにより、果樹産地の出荷

体制の整備を行った。

�　果実の加工対策

　果実加工業において、近年の国際化に対応するため、

UR関連果樹対策として果汁製造工場の再編整備等を

実施した。

　加工原料用果実価格安定対策等を通じて原料の契約

取引の推進、供給の円滑化等原料の需給安定に努めた。

�　果実の価格安定対策等

　果実の生産出荷の安定化を図るため、計画生産出荷

の促進、加工促進等の需給安定対策等を強力に推進す

るための資金を（財）中央果実生産出荷安定基金協会

（以下「中央果実基金」という。）に造成し、次の諸対

策を実施した。

　�　特定果実等計画生産出荷促進事業

　うんしゅうみかん、　中晩かん及び落葉果実につい

第４章　生　　産　　局 －１３３－



て、生産量と需要量の需給の均衡を図るための資金を

造成した。

（予算額　４億８，１５９万円）

　�　加工原料用果実価格安定対策事業

　加工原料用果実（果汁用うんしゅうみかん等）の価

格安定を図るため、平成１２年度及び平成１３年度分につ

いての資金を造成した。

（予算額　１億５，３０５万円）

　�　果汁消費促進特別対策事業

　果汁消費の安定的拡大を図るため、小・中学校等へ

のうんしゅうみかん果汁の供給の促進を図った。

（予算額　１，０００万円）

　�　果実等消費促進対策事業

　地場産果実等の学校給食への導入促進を図るため、

果実等の学校給食における利用法の開発等を実施した。

（予算額　２，０００万円）

　�　果樹栽培管理機械開発事業

　果樹栽培における総合的な機械化体系を確立するた

め、各種作業機械の開発の促進を図った。

（予算額　２，５７１万円）

　�　果実加工品調整保管事業

　うんしゅうみかんを果実製品に加工し、調整保管を

実施する事業に要する経費の造成（２か年分割造成の

２年目）を行った。 ������ （予算額　６，２００万円）

　�　ＵＲ関連果樹対策

　ウルグァイ・ラウンド農業合意の受入れに伴い、国

内果樹農業の体質強化と需給の安定を図るため、UR

関連果樹対策として、果樹生産農家への利子補給、需

給調整対策、消費拡大対策、果汁工場の再編整備、輸

出振興対策等を実施することとし、必要な資金の造成

及び事業を行った。

　（予算額　３億６，８５０万円）

�　果実等の消費拡大対策

　UR関連果樹対策の一環として、生鮮果実及び果実

加工品の消費拡大を図るため、イベント開催、店頭販

売促進活動等、各種メディアを利用した機能性に関す

る情報提供等を実施するとともに、果実の輸出振興の

ため、輸出体制の整備、市場調査、輸送試験及び海外

における消費宣伝活動を実施した。

�　果実及び果実加工品の輸出入

　ア　輸出の動向

　平成１２年の生鮮果実の輸出は、うんしゅうみかんが

カナダ向けを中心に４，７６０t、なしが香港・米国向けを

中心に３，１９５t、りんごが台湾、香港向けを中心に

２，６１６t、かきが香港、タイ向けを中心に６４０t輸出され

た。

　果実加工品の輸出のうち、みかん缶詰は、前年比

６９％減の３９t、果汁を含有する飲料は、前年比２２．９％増

の４，３４７kl が輸出された。

　イ　輸入の動向

　平成１２年の生鮮果実の輸入量は、バナナが１０８万 t、

グレープフルーツ、オレンジ、レモン等のかんきつ類

が５１万 t、パインアップルが１０万 tであった。

　果実加工品の輸入のうち果実缶詰の輸入量は、３０万

２千 tで、品目別には、パインアップル缶詰が５万７

千 t、もも缶詰が６万６千 t、ミックスドフルーツ缶詰

が１万５千 tであった。

　果汁の輸入量は、前年比１％増の２１万５千 kl（濃度

不明）で、品目別にはオレンジが７万９千 kl、りんご

が６万１千 kl、ぶどうが２万５千 kl、レモンが８千 kl、

グレープフルーツが２万３千 kl、パインアップルが４

千 kl であった。

７　花きの生産普及対策

�　花き生産状況

　平成１１年産の花きの生産の動向は表８のとおりであ

る。

�　花きの生産・流通対策

　国民生活、農業や農村の振興を図っていく上での花

きの重要性の高まりを踏まえ、花き産業の振興に関す

る基本的な方針、花きの需要の見通しに即した生産指

標、花き産業の振興のための具体的取組等を示した

「花き産業振興方針」を策定した。

　�　花きの生産・出荷体制に関する施策

　低コスト・周年供給の推進を図るため、省力機械化
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表８　平成１１年産の花きの生産の動向

生産額（億円）
前年比（％）

出荷数量
前年比（％）

作付面積（��）
前年比（％）

2,8335,661,000（千本）19,800切 花 類
（94）（101）（101）
1,228297,700（千鉢）2,100鉢 も の
(97)（106）（105）
394782,700（千鉢）1,550花壇用苗もの

（122）（124）（120）
1,429172,192（千本）13,240花　 木　 類
（106）（106)（95)
57272,400（千球）1,040球　 根　 類

（89）（88）（96)
72 6,001(ha) 8,458芝
（61）（87)（95)
5377,351（千鉢・千本）160地被植物類

（87）（104)（103)
6,067-46,348合 計
（96）（-）（98）



栽培システム、集出荷施設の整備や台車流通、出荷容

器のリサイクルの推進、ホームユース用の手ごろな価

格の花き等低コスト花き供給体制の確立を推進すると

ともに、多様で個性豊かな花きの供給を促進するため、

消費者・実需者等との連携の下に、育種や種苗供給、

花き加工処理等を行う施設の整備や、地域独自品種の

開発等により、地域の特性を踏まえた産地ブランドの

確立を推進した。

　また、花き農業の体質強化に資するため、一斉収穫・

調製システム、高精度選別システム等の革新的省力・

大量生産技術、高能率育種・増殖技術、多収性・無側

枝性品種等、先端的な新技術・新品種の導入により技

術革新を推進した。

（予算額　　農業生産総合対策事業　　

２８０億７，５０１万円の内数）

　�　花きの需給安定対策

　花きの需要の多様化に対応して、生産・出荷状況、

市場流通及び消費実態等を調査し、花きの需給に関す

る基礎資料の整備及び需給安定の推進を図った。

　また、花き関係の基礎データの整備を行い、直面し

ている課題について調査・分析を行うほか、希少植物

の人工増殖、栽培技術等について調査を行った。

（予算額　１，２３０万円）

　�　農業改良資金

　農業改良資金においては、「生産方式改善資金」のう

ち、「花き生産高度化資金」の貸付けを行った。

（貸付実績　１億９，９００万円）

�　花きの普及啓発対策

　花きの普及定着による潤いと安らぎのある豊かな国

民生活の実現を図るため、周年的な花きの消費の促進、

花と緑の機能や社会的役割に着目した普及技術の確立

及び花と緑の園芸技術交流並びに地域実践活動の推進、

花き産業の活性化の推進等を行う「花咲く美しい日本

推進対策」を実施した。

（予算額　４，８９４万円）

８　甘味資源作物の生産対策

　甘味資源作物については、農業経営の安定と砂糖の

自給率の向上に資するため、甘味資源特別措置法（昭

和３９年法律第４１号）に基づき北海道をてん菜生産振興

地域に、また、鹿児島県南西諸島及び沖縄県をさとう

きび生産振興地域に指定し、それぞれ生産振興対策を

実施している。

　甘味資源作物の生産動向及び施策の概要は次のとお

りである。

�　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１２年産の作付面積は、

６万９，２００ha（前年比９９％）であった。

　平成１２年産については、１０a当たり収量は５．３t（同

９８％）と平年並、生産量は３６７万 t（同９７％）。根中糖

分は高温・多雨傾向の中、褐斑病等の影響により、

１５．７％と平年を大きく下回る低い水準となった。

　さとうきびの生産は、いも類からさとうきびへの転

換等により、平成１２年産の収穫面積は２万３，１００ha（同

１０１％）となった。

　１０a当たり収量は、台風、干ばつ等の影響により年

による変動が大きい。平成１２年産については、台風に

よる被害があったため、鹿児島県では６．２t（同９５％）、

沖縄県では５．９t（同８４％）となり、両県平均では６．０t（同

８８％）となった。

�　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、地元のてん菜糖企業で製糖される

など重要な位置を有しており、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、生産性

や品質の向上が必要となっている。

　このため、平成１２年度については、農業生産総合対

策等において、協議会の開催等を通じた地域における

産地体制の確立を行うとともに、全自動移植機などの

導入や播種プラント施設などの整備、直播栽培等の新

技術の確立・導入の推進等について助成を行った。

�　さとうきび生産振興対策

　さとうきびは、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、地元の甘しゃ糖企

業で製糖されるなど重要な位置を有しており、その生

産振興に当たっては、砂糖の内外価格差の低減が強く

求められる中で、生産性や品質の向上を図り、担い手

を中心とする効率的かつ安定的なさとうきび産地を育

成していくことが重要である。

　このため、平成１２年度については、農業生産総合対

策等において、協議会の開催等を通じた地域における

産地体制の確立を行うとともに、機械化一貫体系確立

のためのハーベスター等の導入、トラッシュ除去装置

の開発やトラッシュを利用した有機物供給施設の整備、

生産性向上が可能となる新種苗増殖技術の確立・導入

に向けた実証、早熟・高糖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助成を行った。
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９　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として需要が限定されているこ

と、また、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。

　特に、ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施により

関税化した畑作物については、中長期的に見た関税化

による国内農業への影響に対処することが重要である。

　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。

�　特産農産物の生産動向

　ア　いも類

　　１２年産甘しょの作付面積は、前年産より１，１００ha

（２％）減少し、４万３，４００haとなった。生産量につい

ては、主産地の南九州において５月下旬から６月上旬

にかけての多雨によりつるぼけ傾向が見られたが、全

体的には生育期間を通じて、おおむね天候に恵まれた

ことから、１０a当たり収量は２，４７０kg（作況指数「１０５」）

となり、１０７万３，０００ｔ（前年比６％増）となった。

　また、１２年産馬鈴しょの作付面積は、前年産より

３，１００ha（３％）減少し、９万４，６００ha となった。生産

量については、１０a当たり収量が前年並の３，０６０kgと

なったものの、主産地の北海道において、作付面積が

減少したことなどから、２８９万９，０００t（同２％減）と

なった。

　なお、北海道産は２１６万１，０００t（３，６６０kg／１０a）、都

府県の春植は６８万３，０００t（２，１２０kg／１０a）、同秋植は５

万４，３００t（１，６４０kg／１０a）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。このうち小豆の１２年産の作付面積は４万３，６００ha

（前年比４％減）、いんげんは１万２，９００ha（同４％増）

であった。

　生産量については、小豆は主産地の北海道において

播種期以降天候に恵まれ生育が良好に推移したことか

ら８万８，２００t（同９％増）、いんげんは播種期以降天候

に恵まれ順調であったが、収穫期の断続的な降雨によ

る色流れ粒の発生等により大幅な減収となり、１万

５，３００t（同２９％減）となった。

　落花生は、作付面積が１万８００ha（同４％減）とや

や減少した。しかしながら作柄は、天候に恵まれたこ

とから作況指数が１０８となり、生産量は２万６，７００t（同

１％増）となった。

　ウ　茶

　平成１２年の茶栽培面積は、前年に比べ３００ha 減の５

万４００ha となった。荒茶生産量は、二番茶が日照不足

や低温等により減収したものの、一番茶については５

月がおおむね天候に恵まれたことから、また、三番茶

については缶入り緑茶等の需要が増加したことから、

平成１２年産の生産量は８万９，３００ｔ（前年比１％増）と

なった。茶の輸出は７０４t（同１５％減）で、うち緑茶が

６８４t（同９．４％減）であった。一方、輸入は５万７，７７３t

（同１７％増）で、うち紅茶が１万７，９５０t（同３０％減）、

緑茶が１万４，３２８t（同１８．９％増）、その他の茶が２万

５，４９５t（同８．９％増）であった。

　エ　その他の特産農産物

　その他の特産農産物の生産量は、いぐさは主産県

（熊本県、福岡県）で２万９，４００t（同１９％減）、こん

にゃく芋は主産県（群馬県、栃木県）で６万６，３００t

（同１６％増）、ホップが６９２t（同４％減）であった。

　なお、いぐさについては、近年の輸入の急増に対応

してセーフガードの発動を検討することとし、１２月２２

日から政府調査が開始された。

�　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、農業生産総合対策事業（畑作物、地域特

産物）において、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。

　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、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、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生産・流通・

加工体制の整備を推進した。　　

　イ　そば、いぐさ、こんにゃく芋等地域特産物

　地域特産物について、安定的な生産・供給や輸入品

との差別化を図るために、既存産地を中心に低コスト

化等の高生産生産地の育成、中小産地を中心に付加価

値の向上や特産ブランド産地の確立、さらに新技術、

新品種及び新作物の導入等により産地の改善・形成を
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通じた地域特産産地の育成を推進した。

�　UR関連畑作物対策

　ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施により関税化

した雑豆、落花生、こんにゃく芋及びでん粉について、

関税化による国内農業への影響に対処するため、関税

化した畑作物の消費動向の調査、消費拡大、新規用途

の開発・普及によって需要確保を図るとともに、でん

粉原料用いも類及び甘しょ生切干の加工食品用等への

用途転換、雑豆・落花生及びこんにゃく芋の需給動向

調査等を実施した。

１０　蚕糸業振興対策

�　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

果たしてきている。

　しかしながら、近年、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、景気

の低迷の長期化等により需要が減退する中で、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

　平成１２年における養蚕業は、養蚕従事者の高齢化、

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、養蚕農家数、桑園面積及び収繭

量は前年に引き続き大幅に減少した。

　養蚕農家戸数は３，２８０戸（前年比１９％減）、桑園面積

は５，８８０ha（同２０％減）、収繭量は１，２４４t（同１７％減）

である。

　なお、収繭量を蚕期別にみると、春蚕は５００t（同１６％

減）、初秋蚕は３２０t（同１８％減）、晩秋蚕は４２４t（同１７％

減）である。

　また、平成１２年の気象災害、病害等による被害量（繭

換算）は４５tで、前年に比べて２７t（３８％）減少し、被

害率は３．５％で前年に比べて１．１ポイント下回った。

　イ　生糸需給

　平成１１生糸年度（平成１１年６月～平成１２年５月）の

生糸供給量は、国内生産量９，９９４俵（前年比２９％減）、

輸入量３６，８４６俵（同４％減）の合計４６，８４０俵（同１１％

減）となった。

　一方、需要量（国内生糸引渡数量）が、４７，８７９俵（同

９％減）であったので、生糸の年度末在庫は２６，５８０俵

（同４％減）となった。

　なお、生糸価格は、平均で３，６２７円／ kg（同０．６％

上昇）であった。

　　また、平成１２生糸年度（平成１２年６月～平成１３年

５月）については、生糸供給量は国内生産８，２４１俵

（同１８％減）、輸入量３６，６９７俵（同０．４％減）の合計

４４，９３８俵（同４％減）、需要量（国内生糸引渡数量）は

４５，３４４俵（同５％減）であり、生糸の年度末在庫は

２６，１７４俵（同２％減）となり、生糸価格は平均で３，３４４

円／ kg（同８％下落）であった。

�　養蚕振興対策

　絹需要の減退、輸入絹製品の増加など我が国蚕糸業

が厳しい状況におかれている中で、養蚕産地の維持・

発展を図るため、「農業生産総合対策事業（地域特産

物）」において、効率的な繭生産体制の構築による高生

産性養蚕産地の育成、コーディネーターを核とした消

費者・実需者との連携システムの構築や新製品の開発

等によるブランド産地の育成、他作物との合理的な組

み合わせによる複合経営の高度化の推進等を実施した。

�　蚕糸業経営安定対策

　繭糸価格安定法の一部を改正する法律の施行（平成

１０年４月１日。併せて「生糸の輸入に係る調整等に関

する法律」に改題）により、生糸の安定価格帯制度の

廃止等が行われたことから、

　①　生糸の実需者輸入割当枠の弾力的調整等による

生糸需給の安定

　②　国費及び輸入糸調整金を活用した事業団交付金

の交付事業の実施

を通じて、養蚕農家の手取り繭代である取引指導繭価

を確保し、蚕糸業の経営の安定化を図ることとしてい

る。

　平成１２生糸年度の取引指導繭価等については、平成

１２年３月に以下のとおり設定した。

取引指導繭価 ���������� １，５１８円／生繭 kg

基準繭価（製糸支払繭代） ����� １９０円／生繭 kg

実需者輸入割当枠の年間割当数量の見込み � ４５，０００俵

輸入糸調整金単価の水準 ������ ３９０円／生繭 kg

下位指標価格 ���������� ３，６００円／生糸 kg

上位指標価格 ���������� ４，９００円／生糸 kg

　この結果、年間平均の繭の取引価格は１，６２３円／ kg

（平成１１年度１，５６９円／ kg）となった。

�　繭・生糸の国境措置

　�　繭の輸入

　平成７年４月からのWTO協定実施に伴い、繭につ

いては事前確認制から関税割当制度に移行し、実需者

である製糸業者に対し繭の使用実績等を勘案し割当を

行っている。関税割当枠は製糸業者の経営の安定に配
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慮しつつ、需給動向に応じて設定しており、平成１２年

度の関税割当枠は、１，９９５ｔと設定した。

　なお、繭の二次税率は６年間で１５％引き下げられる

こととなっており、基準額２，９６８円／ kgに対し平成１２

年度は２，５２３円／ kgが適用された。

　�　生糸の輸入

　生糸については、平成７年度にそれまでの蚕糸砂糖

類価格安定事業団（平成８年１０月１日から農畜産業振

興事業団）による一元輸入制度が関税化され、関税相

当量を支払えば誰でも輸入できる仕組みとなったが、

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割当制度を設けた。

　平成１２生糸年度は実需者輸入割当枠４１，６２６俵、輸入

糸調整金単価は年間を通じて３９０円／kgが適用された。

　なお、生糸の二次税率については、６年間で１５％引

き下げられることとなっており、基準額８，２０９円／ kg

に対し平成１２年度は６，９７８円／ kgが適用された。

�　農畜産業振興事業団の運営

　�　運営概況

　農畜産業振興事業団（以下「事業団」という。）蚕糸

部門については、「行政改革プログラム」（平成８年１２

月閣議決定）に即して、平成１０年４月に国産糸売買操

作業務を廃止するとともに、平成９年度から平成１１年

度の間に大幅な合理化を行うこととなり、平成１２年度

の蚕糸部門定員は、９年度に比べて１５人減の６人と

なった。

　�　事業実績

　平成１２事業年度の事業実績は次のとおりである。

　ａ　生糸輸入調整業務

　　　　輸入申告に係る買入れ、売り戻し

　　　　　買入、売戻数量 �������� ３６，５７８俵

　　　　　　実需者輸入分 �������� ３６，５７８俵

　　　　　　一般輸入分 ���������� －　　

　ｂ　生糸短期保管事業 ���������� －　　

　ｃ　繭糸生産流通合理化等助成事業

　　�　生糸等需要増進事業 ������ ２，７１３万円

　　�　生糸調整保管等事業 �������� ６０万円

　　�　蚕糸業経営安定対策事業 ��� １６５，１５７万円

　　�　蚕糸業振興対策事業 ���� 　　２０，１４３万円

１１　砂糖類対策

�　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、近年、加糖調製品の輸入

の増加、消費者の低甘味嗜好等を背景として減少傾向

で推移しており、平成１１砂糖年度（１１年１０月～１２年９

月）の需要量は２３０万 tとなった。

　これに対する供給量は、てん菜糖、甘しゃ糖を合わ

せた国内産糖が８０万 t、輸入甘しゃ糖が１４８万７千 tと

なっている。

　国内産糖の産糖量については、てん菜糖は、７月中

旬から８月上旬にかけての大雨と、それに続く高温に

よる湿害等の発生により、単収が前年を下回り、６１万

６千 t（対前年６万３千 t減）となった。一方、甘しゃ

糖は、前年同様台風等による被害が少なく、高単収と

なり、分みつ糖で１７万５千 t（対前年３千 t増）、含み

つ糖で９千 t（前年同）となった。

　イ　糖価の動向

　国際糖価は、依然として世界の高い在庫率が解消さ

れない状況から、前年度に引き続き低水準で推移した。

１１砂糖年度平均のニューヨーク相場（粗糖、現物）は、

ポンド当たり７．５３セントとなった（前年度７．０５セン

ト）。

　一方、国内糖価は、国際糖価の変動の影響はあるも

のの、平成６年４月以降、四次にわたる粗糖関税の引

下げ等により、低下傾向で推移してきており、１１砂糖

年度における卸売価格は㎏ 当たり１３０円（東京市中相

場）となった。（前年度１３６円）

�　砂糖制度の見直し

　近年、国際糖価が低位で安定している状況の下、消

費者・ユーザーからの内外価格差の縮小に対する要請

の高まり、砂糖需要の減少に伴う輸入粗糖（国内産糖

の価格支持財源を負担）の減少等の課題に対応するた

め、平成１１年に「新たな砂糖・甘味資源作物政策大綱」

を策定し、これに即して、「砂糖の価格安定等に関する

法律」及び「農畜産業振興事業団法」を一部改正し、

平成１２年１０月から新制度を開始した。

　制度見直しの主要な内容は次のとおりである。

　ア　国内糖価の引き下げによる砂糖需要の増大

　砂糖の卸売価格の引き下げ（当面２０円／kg程度。中

長期的には３０円／kg程度）による砂糖需要の増大を目

指すこととして次の施策を実施した。

　ａ　粗糖関税（１０円／ kg）の撤廃、輸入糖調整金の

時限的引き下げ

　ｂ　砂糖生産振興資金を活用した精製糖企業・国産

糖企業の再編・合理化、甘味資源作物生産コストの低

減の推進

　イ　甘味資源作物・国内産糖の価格制度の改善

　ａ　甘味資源作物については、最低生産者価格制度

を維持するが、算定方式を、農業パリティ指数を基準

とした方式から、砂糖の需要動向と生産コストを反映
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して算定する方式に変更した。

　ｂ　国内産糖については、助成方式を、事業団によ

る売買方式から、年間固定の単価による国内産糖交付

金を交付する方式に変更した。

�　砂糖の価格調整

　ア　国内産糖合理化目標価格等

　１２砂糖年度に適用される国内産糖合理化目標価格等

については、「砂糖の価格調整に関する法律」（昭和４０

年法律第１０９号。以下「糖価調整法」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。

　国内産糖合理化目標価格　t当たり � １５万１，９００円

　　　（１２年９月１４日農林水産省告示第１２２４号）

　　指定糖調整率 ������������ ３３．１８％

　　　（１２年９月１４日農林水産省告示第１２２５号）

　　異性化糖調整基準価格　t当たり � １６万７，６８５円

　　　（１２年９月１４日農林水産省告示第１２２６号）

　　異性化糖調整率 ����������� １０．１８％

　　　（１２年９月１４日農林水産省告示第１２２７号）

　イ　最低生産者価格

　平成１２年及び１３年には種されたてん菜の最低生産者

価格については、糖価調整法第１９条の規定に基づき、

糖分が１６．７度以上１７．０度以下のものに対応する最低生

産者価格が１トン当たり１万７，０４０円と定められた（１２

年１０月２７日農林水産省告示第１３８１号）。また、１２砂糖

年度及び１３砂糖年度に収穫されるさとうきびの最低生

産者価格は、糖価調整法第１９条の規定に基づき、糖度

が１３．７度以上１４．４度以下のものの価格として１トン当

たり２万３８０円とされた（１２年１０月２７日農林水産省告示

第１３８３号）。これらの最低生産者価格のほかに、「農業

経営基盤強化特別対策」により、てん菜については１

トン当たり１３０円、さとうきびについては１トン当た

り８０円が措置された ｡　

　ウ　国内産糖交付金単価

　糖価調整法第２１条第２項の規定に基づき、１２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。

　てん菜糖　

　てん菜原料糖以外のものｔ当たり �� ８万７，９２３円

　てん菜原料糖 ������ ｔ当たり　９万９，１７１円

（１２年１０月２７日農林水産省告示第１３８２号）

　甘しゃ糖　

　鹿児島県さとうきび生産振興地域　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　         ｔ当たり２１万１，１３５円

　沖縄県さとうきび生産振興地域

　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２０万９，６８５円

　沖縄本島以外の地域（南大東島及び北大東島を除

く。）において製造されるもの

 �������������� ｔ当たり２１万４，２３５円

　南大東島及び北大東島において製造されるもの

 �������������� ｔ当たり２１万７，４８５円

　沖縄本島内において製造されるものの内沖縄本　　

島内において販売されるもの

 �������������� ｔ当たり２０万８，３８５円

（１２年１０月２７日農林水産省告示第１３８４号）

�　いも、でん粉対策

　ア　でん粉の需給

　１１でん粉年度（１１年１０月～１２年９月）におけるでん

粉の需要量は、３０３万７千 t（前年度２９９万８千 t）となっ

た。

　また、供給については、国内産いもでん粉の生産が

甘しょでん粉６万１千 t（前年度９万３千 t）、馬鈴しょ

でん粉が２２万４千 t（前年度２４万２千 t）となり、これ

に国内産でん粉の前年度繰越３万８千 t、コーンス

ターチ２５５万８千 t（前年度２５４万６千 t）、輸入でん粉

１４万１千ｔ（前年度１１万 t）、小麦でん粉２万８千 t

（前年度２万８千 t）を加えたでん粉の総供給量は、

３０５万 t（前年度３０３万６千 t）となった。

　イ　いも、でん粉対策

　ａ　農産物価格安定法（昭和２８年法律第２２５号）第５

条第１項の規定に基づき、１２年産の原料用甘しょ及び

馬鈴しょの原料基準価格並びにこれらの作物を原料と

するでん粉等の買入基準価格は、次のとおり定められ

た。

　�　甘しょ及び馬鈴しょの原料基準価格

　　甘しょ �������� t 当たり　２万５，２３３円

　（前年度　２万５，２７８円）

　　馬鈴しょ ������� t 当たり　１万３，９６０円

（前年度　１万４，０５０円）

　�　買入基準価格

　　甘しょ生切干 ����� t 当たり　９万８，５２２円

　　（前年度　９万９，０１５円）

　　甘しょでん粉 ����� t 当たり　１３万８，６８４円

　　（前年度　１３万９，３６７円）

　　馬鈴しょでん粉（精粉） � t 当たり　１０万８，４３４円

　　（前年度　１０万９，１６９円）

　　馬鈴しょでん粉（未粉） � t 当たり　１０万７，４５４円

　　（前年度　１０万８，１８９円）

（１２年１０月２０日農林水産省告示第１３２０号）

　ｂ　また、甘しょの取引指導価格を３１，４３０円／ t（う
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ち奨励金５，９５３円／ t）と定めた。

　ｃ　国内産いもでん粉については、その需要の確保

と価格の安定を図るため、コーンスターチ用とうもろ

こしの関税割当制度の運用による抱き合わせにより消

化に努めた。

　ウ　ぶどう糖の生産及び価格の動向

　１１砂糖年度におけるぶどう糖の生産量は１０万４千 t

（うち、規格ぶどう糖７万３千 t）であり、価格は

（１０７．４円／㎏（含水結晶ぶどう糖、東京市中相場）で

あった。

　エ　異性化糖の生産及び価格の動向

　１１砂糖年度における異性化糖の生産量は７６万３千 t

（標準異性化糖ドライベース）であり、価格は７５．５円

／㎏（果糖５５％もの、東京市中相場）であった。

第４節　農業生産資材総合対策

１　農業生産資材費低減対策

　UR農業合意後、我が国農業の生産性向上への要請

の高まりを受け、平成８年に肥料、農薬及び農業機械

について、関係業界団体、農業団体及び４７都道府県が

農業生産資材費低減のための行動計画（以下「行動計

画」という。）を策定し、農林水産省においては、これ

ら行動計画に即した具体的取組に対する指導及び次に

示す助成等を行った。

�　農業生産資材費低減総合推進対策事業

　行動計画のより具体的な推進に加え、製造、流通段

階（業界）と利用段階（農業者）との連携強化、利用

段階における資材費低減諸対策の有機的連携等総合的

な資材費低減対策を推進するため、都道府県において、

資材費低減推進モデル地区を設置し、一貫パレチゼー

ション等の導入推進、汎用性肥料の活用による銘柄の

集約化、農業機械銀行における担い手育成機能の強化、

農業機械の効率的利用の推進等メニュー事業の有機的

連携による総合的な農業生産資材費低減対策を推進す

るとともに、全国的な観点から、インターネットを活

用した品質、流通、利用技術等の資材情報の提供体制

整備を行った。また、野菜等の機械化を促進するとと

もに、機械の効率的利用による機械費の低減を図るた

め、作期の異なる平坦地と中山間地を結ぶ農業機械の

広域レンタルを実施した。

（予算額　９，８２６万円）

�　農業生産資材廃棄物処理適正化事業

　農業生産資材廃棄物の低コストかつ適正な処理を推

進するため、全国規模で適正処理に向けた普及啓発運

動の推進、再生品の新規用途開発等を行うとともに、

都道府県において処理適正化に向けた関係者の協力体

制の確立、廃棄物の処理・減量化計画の策定、農協等

を核とした回収・処理システムの構築等を実施した。

（予算額　７，２４２万円）

�　農業機械費低減対策

　農業機械銀行、コントラクター、リース・レンタル

方式の推進

　農業機械銀行方式及び農業協同組合、公社等による

コントラクター方式やリース・レンタル方式を推進す

るため、農作業受委託の斡旋及び新規受託者等に対す

る研修を行うとともに、農作業に関する受託作業量の

調査、リース・レンタル農業機械のニーズ調査、作業

受委託実施計画の策定、遊休機械の売却の斡旋等を実

施した。

（予算額　２，８０７，５０２万円の内数）

　なお、近年は農産物価格が低下し、農業所得も減少

傾向で推移しており、農業者が良質な食料を合理的な

価格で供給できるよう資材費のなお一層の低減が求め

られている。

　このため、学識経験者、業界関係者等から成る農業

生産資材問題検討会において、目標数値を明示する等

の行動計画の見直しを行うこととする中間報告が取り

まとめられ（平成１２年８月）、これを受け各関係団体及

び都道府県における行動計画の改定作業を推進した。

２　肥料対策

�　肥料の需給・価格等

　ア　化学肥料の需給概要

　１２肥料年度（平成１２年７月～平成１３年６月）は、生

産、輸入、輸出はいずれも前肥料年度を下回ったが、

内需はほぼ前肥料年度並みとなった。

表９　化学肥料の需給量（１２肥料年度）

　　　　窒素肥料　りん酸肥料　加里肥料　　三成分合計

生産　　 ４９５（５１７）　 ２１６（２３３）　 １５（ １８）　  ７２５（　７６８）

輸入　 　１９１（１６９） 　３４７（３３７）　３１０（３６２）　　８４９（　８６９）

内需　　 ４８７（４８０） 　５８３（５６９）　３８２（３８９）  １，４５２（１，４３７）

輸出　 　２０５（２２３）　　 ２（　６）　　２（　１）　  ２０９（　２３１）

　　　　　（単位；成分千ｔ、（　）内は１１肥料年度の数字）

　イ　１２肥料年度価格

　１２肥料年度の主要肥料の元売り段階の価格は、１１肥

料年度比、１４品目平均で０．７２％の引下げとなった。
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表１０　主要肥料の全農供給価格

　　　　　　　　　１１肥料年度　　１２肥料年度　　変動率

硫酸アンモニア　　　２３，３５０　　　　２３，７５０　　　　１．７１

尿素　　　　　　　　３９，７５０　　　　４０，５００　　　　１．８９

高度化成（１５-１５-１５）　 ６５，１５０　　　　６４，６００　　  －０．８４

１４品目の加重平均　　　　－　　　　　　－ 　  　－０．７２

（単位；円／ｔ、％）

�　肥料対策関連事業

　ア　高度肥料利用技術確立推進事業

　環境負荷軽減、肥料費低減等を実現するため、肥効

調節型肥料、塩類集積回避型肥料等高度な機能性を有

する肥料について、効果的・効率的な活用方策の確立

及び普及推進を図ることとし、都道府県における実証

試験等を実施した。

（予算額　２，３０２万円）

　イ　有機質肥料等適正利用推進事業

　有機質肥料等適正利用技術等の確立を図るため、有

機質肥料の品質情報の収集・整理、品質保全に資する

ための簡易測定法のマニュアル化とその普及及び土壌

改良資材等の流通実態、品質、表示等について調査を

実施するとともに、都道府県において有機質肥料等適

正利用推進検討会を開催し、検討・評価を行った。

（予算額　２，４６２万円）

�　肥料の品質保全

　ア　肥料取締法の一部改正

　肥料取締法の一部を改正する法律（平成１１年法律第

１１１号）により、普通肥料に新たな区分を設け、特殊

肥料のうち有害成分を含むおそれが高い汚泥肥料等を

普通肥料に移行させるとともに、たい肥等の特殊肥料

の品質表示制度を創設し、平成１２年１０月１日から施行

した。

　イ　肥料の公定規格等の改正

　平成１２年８月３１日農林水産省告示第１１６１号により、

有害成分を含有するおそれが高い普通肥料として、下

水汚泥肥料等８種類の公定規格を設定した。

　ウ　肥料の登録

　平成１１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９４６件、有効

期間更新数は３，８５２件、平成１１年末の有効登録数は

１５，５５５件であった。

　エ　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１１年における農

林水産大臣への指定配合肥料の届出数は２，２０３件、平

成１１年末の有効届出数は３２，１５０件であった。

　オ　肥料の検査

　肥料取締法第３０条に基づく平成１１年における農林水

産省肥飼料検査所の立入検査成績は、分析検査標品

１，２３０点中、正常でないものは３０点であった。

　カ　調査試験等

　農林水産省肥飼料検査所において、肥料取締法第９

条に基づく仮登録肥料の肥効試験、肥料及びその原料

に対する幼植物試験等各種調査試験を行うとともに、

各種有機質資材の品質調査及び肥料分析法の検討を

行った。

�　環境保全型肥料生産基盤技術の開発

　環境負荷のより少ない肥料や微生物を利用した未利

用有機物の各種有効利用技術等の開発・実用化を産・

学・官の連携の下に促進するため、有機質肥料生物活

性利用技術研究組合が行う環境保全型肥料生産基盤技

術の開発に対して助成を行った。

（予算額　４，２８１万円）

３　農業機械化対策

�　農作業安全対策

　ア　農作業安全等総合推進事業

　農作業事故を減少させるため、地域農業の機械化の

推進及び安全利用の推進役となる農業機械士等に対す

る研修及び女性・高齢者に対する研修を強化するとと

もに、地域ぐるみで農作業安全管理体制を築く「地域

ぐるみ農作業事故ゼロ運動」を推進した。

（予算額　７，１４２万円）

　イ　農作業安全意識向上啓発委託事業

　農業機械使用等による農作業事故を未然に防止し、

農作業の安全を確保するため、農業機械士等を活用し、

高齢者・女性等を重点対象とした農作業意識等の実態

調査及び対象者別の効果的な安全啓発資材・資料を作

成し、これを広く農業者に啓発、普及することについ

て、（社）日本農業機械化協会に委託した。

（予算額　１，１１２万円）

�　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）第６条の

規定に基づき、生物系特定産業技術研究推進機構（以

下「生研機構」という。）において農機具型式検査を次

のとおり実施した。

　また、型式検査合格機のその後の性能・構造等を

チェックし、検査の成果を確保することを目的とした

事後検査を農用トラクター（乗用型）、農用トラクター

（乗用型）用安全キャブ及び安全フレームの２機種に

ついて実施した。
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表１１　農機具型式検査の合格型式数

　農用トラクター（乗用型） ���������� １６型式

　田植機 �������������������１１型式

　コンバイン（自脱型） ������������ ３型式

　農用トラクター（乗用型）用安全

　キャブ及び安全フレーム �����������３１型式

　　　　　　計 �������  �������  ６１型式

　イ　農機具の鑑定

　農作業事故の防止等に資するため、生研機構におい

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、２４機種１６２型式、②総合鑑定については、１機種

２型式、③任意鑑定については、８機種３７型式、④

OECD鑑定については、１機種１型式の鑑定を実施し

た。

�　農業機械の開発・実用化の促進

　ア　生研機構における研究開発

（予算額　２５億９，２６８万円）

　�　基礎・基盤研究事業　　　

　果菜類収穫ロボットなど、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

る研究を実施した。

表１２　基礎・基盤研究事業において実施した研究課題

　�　地球温暖化抑制のための研究開発

　�　環境汚染防止のための研究開発

　�　新種苗生産システム実用化のための技術開発

　�　インテリジェント化・ロボット化のための技術開発

　�　農作物の高品質化のための技術開発

　�　次世代の農業機械の開発に不可欠な高度なシーズ技

　　術の開発

　　ア．人・機械共生型機械システム

　　イ．センサ技術の融合による生育環境・作物情報検出

　　　技術

　　ウ．農作業事故分析・シミュレート技術

　�　２１世紀型農業機械等緊急開発事業

　農林水産大臣の定めた基本方針（平成１０年７月２９日

農林水産省告示第１１００号）に基づき、機械化一貫体系

の確立、環境保全型農業の推進、中山間地域の農業の

労働負担の軽減等に資する高性能農業機械の開発等を

民間との共同研究等により実施した。

　表１３　平成１２年度に２１世紀型農業機械等緊急開発事　　

　業で実施した研究課題

　�　機械化一貫体系の確立等に資する機械

　農作業の効率化や労働負担の軽減をはじめ、大規模経営

に適した省力・低コスト機械化一貫体系の普及に資する高

性能農業機械

ア　レタス収穫機

イ　軟弱野菜調製装置

ウ　長ねぎ調製装置

エ　結球葉菜調製選別装置

オ　越冬はくさい頭部結束機

カ　大粒種子整列は種装置

キ　セルトレイ苗挿し木装置

ク　農用車両用自律直進装置

ケ　高速代かき均平機

コ　穀物自動乾燥調製装置

サ　スタックサイロ形成機

シ　搾乳ユニット自動搬送装置

　�　環境保全型農業の推進に資する機械

　環境負荷を軽減しつつ、生産性の向上を同時に可能とす

るプレシジョン・ファーミング（精密農業）等、環境と調

和した持続的な生産に資する高性能農業機械

　　　ア　農用車両用作業ナビゲーター

　　　イ　ほ場内簡易土壌分析装置

　　　ウ　土壌サンプリング装置

　　　エ　作物生育情報測定装置

　　　オ　穀物収穫情報測定装置

　　　カ　果樹用局所施肥機

　　　キ　高精度水田用除草機

　　　ク　高精度固液分離装置

　　　ケ　品質管理型たい肥自動混合・かくはん機

　　　コ　自然エネルギー活用型高品質たい肥化装置

　　　サ　畜舎換気用除じん・脱臭装置

　　　シ　畜舎排水脱色・リン除去装置

　�　中山間地域の農業の労働負担の軽減等に資する　　

機械　　　

　傾斜地において安定走行や効率的な作業が可能な中山間

地域の農業の労働負担の軽減等に資する高性能農業機械

　　　ア　傾斜地果樹用管理ビークル

　　　イ　傾斜地果樹用多目的モノレール

　　　ウ　中山間地域対応自脱型コンバイン

　　　エ　傾斜草地用多機能トラクター

　イ　高性能農業機械実用化促進事業

　平成５年度から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、
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平成１２年度は、農業機械等緊急開発事業により開発さ

れた２４機種の農業機械の共通金型の賃貸等を行った。

　ウ　地域特産農作物用機械開発促進事業

　UR農業合意を踏まえ地域農業の生産性向上を図る

ため、生研機構の技術蓄積を活かした指導の下、都道

府県が地元メーカーへの委託等により地域特産農作物

に対応した新しい機械の開発を実施した。

（予算額　９，３１３万円）

�　農業機械化研修

　平成１２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の実績は次のとおりである。

　農林水産省職員研修　　　　　　１７６名

　基本研修　　　　　　　　　　　 ９７名

　農業施策研修　　　　　　　　　２３６名

　特別研修　　　　　　　　　　　３５３名

　　　計　　　　　　　　　　　　８６２名

�　農業機械化審議会

　平成１２年５月３１日に農業機械化審議会が開催され、

高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入

に関する基本方針を変更する件が審議された。

４　農　薬　対　策

�　農薬の生産出荷

　１１農薬年度（平成１０年１０月～平成１１年９月）の農薬

の生産額は、３，７５０億円（前年比１．１％減）出荷額は３，７７９

億円（同２．５％減）となっており、生産額及び出荷額と

もに減少した。

�　農薬の輸出入

　１１農薬年度の農薬の輸出額は前年比２．６％減の８３５億

円であった。主な仕向地の輸出額は、米国１１２億円、韓

国８８億円、ブラジル７２億円であった。

　一方、輸入額は前年比１０．１％減の５２８億円となった。

全輸入額に占める輸入先別の輸入額の割合については、

ドイツが１３５億円を占めて最も多く、次いでフランス

１０８億円、イギリス５９億円となっている。

�　農薬の登録状況

　１１農薬年度に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５，３２３件となり、

前年同期に比較して４６件の減少となっている。

　１１農薬年度に登録された新規化合物は１６種類であっ

た。

�　農薬取締り状況

　１１年においては、農薬の製造業者及び農薬販売業者

等に対し６４件の立入検査等を行い、無登録農薬の販売

や使用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。

　さらに、４９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。

�　農薬の安全対策

　農薬の安全性を確保するため、農薬の登録にあたり、

環境庁、厚生省と連携を図りながら農薬検査所におい

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。

　なお、提出を求める試験成績の内容、作成指針等に

ついてはOECDが定めるテストガイドラインや国内

における医薬等の安全性評価に係る動向を踏まえ、平

成１２年１１月に充実を行った。また、分析技術の高度化

や最新の知見等に的確に対応していくため、農薬の慢

性毒性や内分泌かく乱作用のメカニズムの解析技術等

に関する調査研究を推進している。

　農産物の安全性の確保や生活環境の保全のため、農

産物及び土壌における農薬残留の実態調査を実施する

とともに、これを踏まえた農薬の安全使用を推進した。

　また、農薬による危害を防止するため、農林水産省、

厚生省及び都道府県が共催により農薬危害防止運動を

全国的に展開し、①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、②農薬事故に対する適切

な処置体制を確保するための医療機関との連携強化及

び事故の発生状況の把握等を実施した。

　さらに、環境への負荷低減対策を一層強化するため、

農薬関連の廃棄物を安全に再利用又は処理するため、

再利用の容易な農薬容器の開発、使用残農薬及び種子

消毒時に生じる農薬廃液の適切な処理技術等の開発を

推進するとともに、農薬の使用に伴うこれら農薬の環

境への流出状況の調査、水質のモニタリング及び流出

メカニズムの解析等も合わせて実施した。

５　種　苗　対　策

�　新品種の保護

　ア　品種登録

　農林水産植物の育成の振興を図るため、昭和５３年１２

月に発足した種苗法に基づく品種登録制度は、近年の

バイオテクノロジーの進展や国際的な状況の変化に対

応し、育成者の権利の拡大等の措置を講ずるため、平

成１０年に種苗法の全部を改正し（種苗法（平成１０年法

律第８３号））、平成１０年１２月２４日から新しい品種登録制

度により運用されている。

　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１３年３月末の出願

累計は１３，６４４件、登録累計は９，０２６件に達している。

植物分野別の出願・登録状況は、表１４の通りであるが、

草花類、観賞樹がその８割を占めている。
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　イ　種類別審査基準案の作成

　植物品種保護制度の実施に当たり、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１２年度は、�日本種苗協会等に対し、

野菜２、草花類５、観賞樹７、きのこ類１の計１５種類

について、種苗特性分類調査を委託するとともに、種

苗管理センターにおいて、草花類１０、観賞樹３の計１３

種類について、新規植物特性調査を実施した。

　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、種苗管理センターにおいて試験

を行うほか、都道府県農業試験場等に試験を委託し、

出願品種の区別性、均一性、安定性の有無について調

査を行うこととしている。平成１２年度は種苗管理セン

ターにおいて、食用作物２品種３点、野菜２０品種４０点、

草花・観賞樹３６９品種３６９点、特殊検定１８品種７１点の計

３９２品種４８３点について栽培試験を実施したほか、青森

県ほか１５県に栽培試験を委託し、食用・飼料作物３品

種６点、草花・観賞樹７３品種７３点、果樹７品種１３点、

きのこ５品種５点の計８８品種９７点について実施した。

　エ　審査高度化技術導入調査委託事業

　出願品種の審査に当たって、重要な形質に係る特性

について、区別性、均一性、安定性を判定し登録の可

否を決定しているが、複雑・多様な色、形等の形質に

ついては、客観的かつ簡便、迅速な審査技術の導入が

求められている。

　このため、平成１２年度においては、品種の画像のデ

ジタル化とパターン分類、色、形状等の自動的分類ソ

フトの開発等について�日本果樹種苗協会に委託した。

（予算額　５２８万５千円）

　オ　審査円滑化推進事業

　審査の効率化、迅速化を図るため、出願品種及び既

存品種の品種特性、品種名称情報を集積するとともに

データの共有を図る必要がある。

　このため、データベースソフト及びパソコンを活用

した審査体制を構築し、出願品種及び既存品種のデー

タの集積を行った。

（予算額　６０３万３千円）

　カ　審査促進対策等委託事業

　育成者権の強化を主要内容とする改正種苗法が平成

１０年１２月に施行され、育種の振興を通じた農林水産業

の発展を図っていくためには、この新しい品種登録制

度の円滑な運営が重要な課題となっている。

　改正種苗法は、保護対象植物の拡大・育成者権の強

化等を通じて育成者の意欲を喚起するものであり、従

来以上に品種登録出願が増加することが予想されてい

る。しかし、現状では、審査期間が長期化する傾向に

あり、品種登録制度への信頼を維持していくためにも、

審査の効率化により審査期間の短縮を図ることは緊急

に解決すべき重要な課題である。

　さらに、法改正により導入された従属品種の仕組み

については、その判断について、関係者の間に不安感

もあることから、制度の円滑な定着を図っていくため

には、従属関係の判断に資する技術を開発していくこ

とが必要となっている。

　このため、出願件数が多く既存品種との比較に手間

を要している植物を中心に、区別性等審査の基礎とな

る国内及び海外の既存品種の品種特性情報を画像を含

めて収集、分析及び蓄積するとともに、ＤＮＡ多型解

析による品種の由来関係等の判別技術の開発のための

調査を行った。
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表１４　出願・登録状況

１３年３月末現在取下げ品種数登録品種数出願品種数区分
審査中の品種数計１２年度１１年度末計１２年度１１年度末計１２年度１１年度末作物分野

146341335736351075347706食用作物
28505976911307123工芸作物
30001401417116桑
19673271748467021,01761956野 菜
109994956594361686740827果 樹
46606130112918210172飼料作物

2,1359121048085,1495724,5778,1965577,639草 花 類
619116141021,4181531,2652,1532031,950観 賞 樹
31012471728028林 木
1000303404海 藻
779092111419729716281きのこ類

3,3631,2551251,1309,0269058,12113,64494212,702計

（注）１．旧法による出願を含む。
　　　２．登録後に取り消された品種は登録品種数に含まれている。
　　　３．取下げ品種数には、却下、拒絶を含む。



（予算額　５１０万８千円）

　キ　品種登録情報処理推進事業

　近年、品種登録制度における出願・登録件数の増加

に対応した、出願・登録関係書類の整理、保管、検索

等の一層の効率化や、UPOV加盟国間におけるCD－

ROMによる品種情報の交換への対応等、情報処理シ

ステムの整備を図ることが必要となっている。

　このため、平成１２年度は光ディスクにより書類を保

存するとともに、品種登録ホームページの品種登録情

報を充実した。

（予算額　１，２２５万６千円）

　ク　アジア地域植物品種保護制度確立支援事業

　アジア地域における植物品種保護制度の導入を促進

するため、当該諸国を対象とする制度の普及・啓蒙を

中心としたセミナー及び制度の理解及び技術の習得を

目的としたワークショップをUPOVが行うための拠

出を行った。

（予算額　１，０２７万円）

�　種苗の生産流通対策等

　ア　種苗検査等

　�　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１２年度には９７件（新規３５件、変更２０、廃業

４２件）であった。

　�　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、種苗

管理センターにおいて、平成１２年度には以下のとおり

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　指定種苗について、種苗法に基づき表示検査

１８，８５３点、集取試料の検査３，７６７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１４２点、種子検

査３，５２７点、病害検査１６７点

　ｂ　種苗業者等からの依頼種子について、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７９８件、国際種子検査

報告書の発行２６０件

　ｃ　輸出用種子について、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、集取

種子の事後検定５７点

　ｄ　園芸用備蓄種子について、園芸種子需給安定措

置要綱に基づき合格適否検査２７２点（５．２万㍑）

　イ　高機能種苗生産・流通システム確立促進事業

　�　種子伝染性病害無病化処理技術開発促進事業

　農業生産現場への健全・無病な種子の供給を図るた

め、物理的、化学的、生物的手法による種子伝染性病

害罹病種子の実用的な無病化処理技術の開発を推進し

た。

（予算額　１，４６７万４千円）

　�　機械化適応型バイオ苗開発促進事業

　機械化に適応した優良無病苗の安定的かつ安価な生

産と広域流通における品質保持を図るため、機械化適

応型バイオ苗の生産から流通に至るシステムの実用化

を推進した。

（予算額　２，８５４万４千円）

　ウ　遺伝情報を活用した効率的品種育成システムの

　　開発事業

　種苗産業の共同研究体制の下、園芸作物分野におい

て効率的かつ早期に優良な品種育成・品質管理を行う

ため、形質転換操作やＤＮＡマーカーの利用等に関す

る実用化技術システムの開発を推進した。

（予算額　４，１３３万１千円）

　エ　種子伝染性病害検査技術高度化事業

　種苗業者等における種子の品質管理の高度化を図る

ため、種苗管理センターにおいて、高精度かつ簡便な

種子伝染性病害の検定手法の開発を行った。

（予算額　１，５８２万３千円）

　オ　優良な原原種・原種の生産及び配布

　種苗管理センターにおいて、馬鈴しょ、茶樹及びさ

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・原種等の生産及び配布（平

成１２年度配布実績：馬鈴しょ１，４８４t、さとうきび２６０万

本、茶樹５万本）を行った。

６　農業資材審議会

　中央省庁等改革の推進に係る「審議会等の整理合理

化に関する基本的計画」（平成１１年４月２７日閣議決定）

に基づき、農業資材審議会（種苗、農薬、飼料）と農

業機械化審議会（農業機械）を統合し、「農業資材審議

会」を設置した。

　平成１３年３月２１日に審議会及び各分科会を開催した。

第５節　土壌保全対策

１　土壌機能増進事業

　土壌は、農作物を生産する機能のみならず、環境保

全機能、物質循環機能を有していることから、農業が

自然循環機能を発揮し、持続的に発展する上で極めて

重要な役割を担っている。しかしながら、近年、化学

肥料の過剰施用及び土づくりの減退による、土壌の持
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つ多面的な機能の低下が懸念されている。

　このため、土壌機能の実態把握調査及びそれを踏ま

えたたい肥や化学肥料の適正使用に関する指針の策定、

現場における土壌管理の指導等を支援するためのシス

テムの開発、土壌・土層改良等の土壌の機能を維持・

増進するための対策を実施した。

２　土壌環境改善推進事業

　我が国においては、カドミウムに代表される有害物

質による土壌汚染により、安全な農作物の安定生産が

困難な地域が依然存在しており、これらの地域におい

ては、土壌汚染に起因して人の健康を損なう恐れがあ

る農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害さ

れることを防止するための対策が必要となっている。

　このため、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法

律」（平成４５年法律第１３９号）に基づく「農用地土壌汚

染対策計画」の策定に必要な基礎資料を得るための現

地改善対策試験、汚染農用地を復元するための排土・

客土、汚染農作物の発生防止のための有害物質の作物

への吸収を抑制する対策等を実施する都道府県等に対

し助成を行った。

３　農作物等有害物質総合調査委託事業

　平成１１年３月にダイオキシン対策関係閣僚会議にお

いて決定された「ダイオキシン対策推進基本指針」に

基づいて、農林水産省は、農作物等におけるダイオキ

シン類の実態について、毎年度計画的かつ継続的に把

握することとなっている。さらに、国際的には、食品

中の有害物質に関する国際基準の設定に向けての検討

が進められており、我が国としても適切な基準が設定

されるよう対応する必要がある。

　このような状況を踏まえ、安全な農作物の安定的な

生産・供給、適正な基準値設定等に資するため、ダイ

オキシン類等有害物質の農作物等における含有実態に

ついて全国的な概況調査を実施した。

第６節　持続性の高い農業の推進

　農業が本来有する自然循環機能を十分に発揮させ、

その持続的な発展を図るため、土づくりを基本とした

持続性の高い農業への総合的な転換促進、環境負荷低

減に向けた施肥・防除等の推進、環境負荷低減に資す

る技術開発・普及を行った。

１　持続性の高い農業への総合的な転換促進

　土づくりを基本として化学肥料・農薬の使用の低減

を図る生産方式の導入促進、温室効果ガス排出削減効

果の定量化のほか、環境と調和した農業生産、流通及

び消費の実態把握等により、持続性の高い農業への総

合的な転換を促進した。

２　環境負荷低減に向けた施肥・防除等の推進

　たい肥等に品質表示基準を創設、臭化メチルによる

土壌病害虫防除の代替技術・薬剤の開発のほか、地域

の実情に即した総合的な農薬安全使用推進対策等によ

り、環境負荷の低減に向けた施肥・防除等を推進した。

３　環境負荷低減に資する技術開発・普及

　排ガス低減、農薬飛散防止等の対策に係る機械・技

術の開発、生物系農薬の実用化を促進する基盤技術の

開発のほか、環境保全的かつ省力的な養液栽培技術の

開発を行った。

　また、作物・土壌の状態を高精度に把握する先進的

な計測技術の開発、肥料・農薬の使用量を低減する革

新的技術開発等により、環境負荷低減に資する技術開

発・普及を推進した。

第７節　植物防疫対策

１　病害虫防除

�　発生予察事業

　稲、麦、いも類、果樹、茶、野菜等の病害虫を対象

として全都道府県において発生予察事業が実施された。

また、農林水産省でも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８回発表した。

　平成１２年度の水稲の病害虫発生状況についてみると、

病害は、①春先以降全国的に高温傾向で、日照時間も

長く水稲の生育は順調に推移したこと、②平成１１年度

の発生面積が近年では最少となったため、平成１２年度

の病菌の越冬などによる発生源が少なくなったこと、

③また、梅雨時期も降水量が少なく、梅雨明け後も好

天に恵まれたことから、全般的に発生が低く抑えられ

た。平成１２年度のいもち病に関する都道府県の注意報

は、１２県から延べ１１件（平成１１年度は９県から延べ１１

件）で、前年を若干上回る程度であった。

　水稲の害虫では、ウンカ類の初飛来が５月下旬に中

国、四国及び九州で確認され、６月２０日前後から７月
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始めにかけ西日本を中心に数次にわたり確認されたも

のの、その飛来数は少なく、「平年並」以下の発生と

なった。平成１２年度のウンカ類に関する注意報はセジ

ロウンカ３件のみとなった（１１年度：注意報１）。一方、

斑点米カメムシ類については、平成１１年に引き続き、

全国的に多発生となった。斑点米カメムシ類の多発生

は、春先からの高温が原因と考えられているが、一方

で防除適期の把握が困難であること、地域での優占種

が変化していること、及び、飼料作物等の面積増加に

より栽培形態が変化していることから防除も困難と

なっている。斑点米カメムシ類の発生面積は、発生面

積調査が開始された昭和５６年以降、過去最高値の６１万

ha を記録し、警報１０件、注意報４７件が発表された。

　その他作物では、海外から飛来するアワヨトウが、

昭和６２年以来、東北の日本海側及び北陸を中心に発生

が増加し問題となっている。北陸での被害は、イネ科

牧草で１５９８．３ha、水稲６７．３ha 等であった。

　大豆のハスモンヨトウは夏期に高温傾向が続いたこ
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表１５　病害虫発生状況及び防除状況（平成１２年１０月１日現在）

概　　　　評延防除面積
（千 ha）

発生面積
（千 ha）病　害　虫　名

（イネ）

平年並以下（ここ１０年で最少発生面積）1,541492葉いもち

平年並以下，関東・西日本の一部やや多1,836263穂いもち

平年並以下8746もみ枯細菌病

平年並以下728159ニカメイガ

近畿，四国及び九州の一部でやや多1,271834セジロウンカ

少ない85851トビイロウンカ

全国的にやや多～多1,665613斑点米カメムシ類

関東・西日本の一部でやや多～多492300コブノメイガ

平年並以下867811イネミズゾウムシ

（ムギ類）

平年並以下25148赤かび病

北日本でやや多～多8645雪腐病

（ダイズ）

広域でやや多～多7342ハスモンヨトウ

（カンキツ類）

中国四国及び九州の一部で多25760黒点病

平年並以下6814かいよう病

（リンゴ）

平年並723モニリア病

北日本及び関東の一部でやや多～多37717斑点落葉病

平年並以下2882黒星病

（ナシ）

中国の一部でやや多～多642黒斑病

北日本の一部では多1374黒星病

（もも）

平年並以下371灰星病

（ブドウ）

平年並以下695べと病

（果樹共通）

北日本を除く一部でやや多～多10213カメムシ類

（野菜共通）

平年並以下403疫病

平年並22636アブラムシ類

平年並6614ハダニ類

平年並579ハスモンヨトウ



とから、全国的に「やや多」の発生となった。

　果樹では、春先に曇りや雨の日が続いた東北地方で、

リンゴモニリア病、おうとう灰星病等の病害の発生が

目立った。また、果樹カメムシ類は、平成１１年の当年

世代成虫が多かったため、平成１２年５月以降、越冬成

虫に対する注意報が２１件発表され、８月以降には当年

世代成虫が発生し始め、北日本を除く広域な地域で

「やや多」となり、注意報が４件発表された。

　野菜及び花きでは、大豆同様、夏期の高温によりハ

スモンヨトウの発生が多かった。

　病害虫の発生、防除状況は表１５のとおりである。

�　植物防疫組織

　都道府県における植物防疫の専門機関である病害虫

防除所については、事業の多様化、技術の高度化等に

対応するため、昭和６０年度以降、１県１所を目途とし

た統合整備を推進し、植物防疫体制の強化を図るとと

もに、発生予察、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。また、都道府県の生産地に

病害虫防除員を設置し、病害虫の発生状況調査等を

行った。

　病害虫防除所職員の設置、病害虫防除員の設置、病

害虫防除所の運営等植物防疫事業の基礎的経費につい

て、都道府県に植物防疫事業交付金を交付した。

�　農林水産航空事業

　平成１２年度における農業関係の空中散布面積は、水

稲防除７７万７千ha、果樹防除４千ha、畑作物防除７千

ha、畜産関係５千 ha、ミバエ類等防除２７３万９千 ha、

計３５３万２千 ha であった。

　このうち、水稲防除の実面積は４０万３千haで、関係

農家数は約４７万４千戸であった。

　林業関係では、松くい虫防除９万５千 ha と野そ駆

除１０万６千 ha が主であり、計２０万１千 ha であった。

　無人ヘリコプターの防除面積は、水稲防除を中心と

して３４万４千 ha であった。

�　鳥獣害による農作物被害

　平成１１年度における鳥獣による農作物被害面積及び

被害金額は、鳥類ではカラス、スズメ、ヒヨドリ等に

より１１万３千 ha、８６億９千９百万に及び、果樹、野菜

等の作物を中心に大きな被害を与えた。また、獣類で

はシカ、イノシシ、サル等により、中山間地域を中心

に６万４千 ha、１２３億５百万円に及び、特にシカによ

る畑作物被害が多かった。 

２　植　物　検　疫

�　輸出入検疫

　平成１２年においては、栽植用苗・球根１０億個、種子

２万７千 t、切り花１６億本、生果実１８４万 t、野菜１２１万

t、穀類・豆類３，２６３万 t、木材１，６０１万ｍ３、その他雑品

８６６万 tについて、輸入検疫を実施し、また、栽植用

苗球根等約３１，５００件について輸出検疫を実施した。

�　国　内　検　疫

　平成１２年度においては、種馬鈴しょの春作、秋作用

春作及び秋作について、北海道ほか９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。

　また、果樹苗木の移動に伴う病害虫のまん延防止及

び健全果樹苗木の確保のため、植物防疫所において、

かんきつ類、りんご、ぶどう、もも、おうとう及びな

しの母樹について、果樹母樹のウイルス病等検査を実

施した。

　このほか、奄美、沖縄、小笠原からのアリモドキゾ

ウムシ等の寄主植物の移動取締を実施した。

�　緊　急　防　除

　植物防疫法（昭和２５年法律第１５１号）における緊急防

除の規定に基づき、鹿児島県熊毛郡上屋久町及び屋久

町（屋久島）において発生したアリモドキゾウムシ及

び屋久町において発生したイモゾウムシを対象に防除

区域を指定し、撲滅に向けて徹底した防除を実施した。

　その結果、平成１２年１２月、平成９年から同町におい

て発生していたアリモドキゾウムシを撲滅した。

第８節　畜産振興総合対策

１　対策の趣旨

　我が国畜産業は、農業の基幹的部門に成長し、国民

生活に欠かせない畜産物の安定供給という基本的な使

命に加え、地域社会の活力維持、国土や自然環境の保

全等多様かつ重要な役割を果たしてきた。

　一方、我が国農政は、社会経済情勢の変化や国際化

の進展に対応した改革が求められており、平成１０年１２

月に策定された農政改革大綱を踏まえ、２１世紀におけ

る政策の基本方針となる食料・農業・農村基本法に基

づいて、畜産においても２１世紀における新たな政策の

構築と具体的な施策展開に取り組む必要がある。また、

国内農業生産を食料供給の基本に位置付け、可能な限

りその維持・増大を図るため、担い手の確保、生産性

の向上等に取り組むことが重要な課題となっている。
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　このため、畜産振興総合対策事業は、これらの畜産

をめぐる内外の諸情勢を踏まえ、平成１６年度までの期

間に効率的で生産性の高い経営体の育成を図るための

総合的な施策を展開しようとするものである。

２　対策の実施

　畜産振興総合対策は、都道府県知事、市町村長が経

営対策体制整備推進事業実施要綱に基づき策定した地

域農業マスタープランに即し、各種関連対策との連携

の下に、市町村段階、都道府県段階において、地域の

実情に応じつつ本対策の各事業を適切に組み合わせる

ことにより、総合的かつ有機的に実施するものである。

　１２年度においては、ゆとりある生産性の高い畜産経

営の確立のための畜産経営活性化対策、地域畜産総合

支援体制の整備、飼料自給率向上のための飼料生産対

策、家畜排せつ物の総合的な利用体制の確立を図るた

めの環境保全型畜産確立対策、畜産新技術利用促進の

ための畜産技術向上施設整備対策、畜産物流通合理化

のための対策、経営感覚に優れた畜産経営体の育成の

ための畜産経営技術等推進対策、各家畜の能力向上等

のための家畜改良増殖対策、危険度の高い家畜伝染性

疾病の予察・自衛防疫等の推進のための家畜衛生対策

等の各種事業を総合的に実施した。

　また、平成１２年度補正予算において、循環社会の構

築を目指すリサイクル・環境対策等の推進を図るため

の資源循環型畜産確立対策事業等（補正予算額５９億円）

を実施した。

事業の内容

　市町村段階において行う事業及び都道府県段階にお

いて行う事業については地域農業マスタープランに基

づき、全国段階において行う事業については全国的見

地からの調整を図りつつ、①離農跡地の効率的な利活

用、新規就農希望者のための研修施設の整備、生産技

術の高度化、地域内一貫体制の確立等のための共同利

用施設その他の畜産施設の整備、②酪農ヘルパー等支

援組織の再編・統合のために必要となる施設・機械の

整備、③飼料基盤の整備、飼料自給率の向上を通じた

食料自給率の向上等自給飼料増産のための総合的な条

件整備、④地域の実態に応じた家畜排せつ物処理施設

の計画的な整備及び畜産と耕種との連携によるたい肥

利用の促進、⑤家畜市場、食肉処理施設等の広域畜産

流通施設等の整備、⑥家畜改良施設、飼料利用高度化

施設及び家畜衛生施設の整備、⑦我が国の実態にあっ

た経営継承システムの確立、新しい生産システムの普

及・定着、⑧飼料作物の生産性の向上と土地利用の高

度化等の技術・営農実証の実施、⑨家畜の計画交配、

能力検定等による優良な種畜の作出、選抜等の推進、

⑩自衛防疫等の推進による家畜の衛生管理の促進、⑪

畜産物の需給の円滑な調整及び流通消費の改善の推進、

⑫畜産新技術についての実証展示とその普及の促進等

に係る各種事業を弾力的かつ効率的に実施した。

　　表１６　予算額（補正予算を含む）　　

　　畜産振興総合対策事業　　　　１３３億円

　　畜産振興総合対策推進事業　　 ６７億円

　　　　　合　　　　　計　　　　２００億円

第９節　酪　農　対　策

１　牛乳乳製品の需給

　１１年度の牛乳乳製品の需給については、生乳生産は

猛暑の影響等により伸び悩み、１０年度を０．４％下回っ

た。一方、飲用需要は、景気低迷や他の飲料との競合

等により、１０年度をわずかに下回ったことから、乳製

品向け処理量は１０年度をわずかに上回った。脱脂粉乳

については、カレントアクセス分１万６，７００トンの輸

入により安定した需給となった。バターについては、

業務用を中心とした消費の伸び悩みにより、在庫は増

加傾向で推移した。

　１２年度については、生乳生産は２年続きの猛暑の影

響等により１１年度をわずかに下回って推移した（８４２万

トン、対前年比１．１％減）。飲用需要は、１２年６月に発

生した食中毒事故の影響により加工乳等の需要が減少

した反面、牛乳の需要が増加したことから、１１年度を

わずかに上回って推移した（５００万トン、１．３％増）。一

方、乳製品処理量は、１１年度をやや下回って推移した

（３３１万トン、４．７％減）。脱脂粉乳については、加工乳、

乳飲料及びはっ酵乳の消費が低迷したこと等により、

需要は減少傾向で推移した。バターについては、業務

用を中心に消費が低迷したものの、生産がかなり減少

したことから、在庫は減少した。

２　牛乳乳製品の流通調査

�　牛乳乳製品生産費調査

　乳業に係る諸施策に資するため、主要な乳製品工場、

市乳処理工場を対象として、牛乳乳製品の製品別原材

料費、加工処理に要する経費、一般管理費、販売費及

び支払利子について、上期・下期の２回調査した。

�　牛乳乳製品工場調査

　乳業の合理化等乳業に係る諸施策に資するための基
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礎資料を得るため、全工場を対象として、工場の規模、

設備の状況、稼働状況及び製品生産状況について調査

した。

�　集送乳経費調査

　加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく加工

原料乳の補給金単価の算定基礎とするとともに、我が

国の生乳取引の実態を把握するため、指定生乳生産者

団体及びその傘下の団体で集送乳事業を行っている生

産者団体並びに生乳の集送乳事業を行っている工場で

牛乳乳製品生産費調査の対象となっていない工場を対

象として、生乳の集乳に要した輸送費及び集送所経費

を、また、団体については、生乳販売手数料も併せて、

８月及び２月の年２回の調査を行った。

�　牛乳小売実態調査

　飲用牛乳等の小売機構とその実態を把握し、小売段

階における流通合理化、小売価格の適正化及び消費拡

大を推進する資料とするため、全国の牛乳小売店６００

店舗余を対象として、種類別・販売先別販売数量、販

売店の従業員の労力状況、経営状況等を調査した。

�　牛乳乳製品価格調査

　酪農行政に必要な生産から消費に至る流通段階別の

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、卸売業者及び小売業者を対象として、そ

の仕入れ及び販売価格を調査した。

�　乳製品在庫調査

　酪農行政に必要な乳製品の需給事情の把握の資料と

するため、乳製品の製造業者等を対象として、乳製品

の種類別在庫量を調査した。

３　生乳取引・流通改善対策

�　本対策の趣旨

　生乳の需給調整、生乳取引の改善等を図るため、都

道府県、指定生乳生産者団体、中央畜産会等に対して

助成を行った。

�　本対策の事業実施概要

　ア　生乳乳製品流通対策事業

　生乳流通の広域化に対応した集送乳の一層の合理化、

的確な生乳需給調整・計画生産等の円滑な推進、乳質

基準・規制等の運用改善と普及定着及び生乳取引方法

の改善等を図るため、都道府県、指定生乳生産者団体

及び中央畜産会等に対して指導及び助成を行った。

　�　地方公共団体

　�　生乳需給調整推進

　都道府県は指定生乳生産者団体の広域化、生乳需要

の安定、生乳取引の改善等を図るため、会議の開催、

調整指導、調査等を実施した。

　指定生乳生産者団体は、生乳受託販売、生乳計画生

産、集送乳の合理化及び生乳取引の改善等の円滑な推

進を図るための会議の開催、調整指導、調査等を行っ

た。

　�　酪農経営体育成強化推進指導

　生乳の計画生産との整合性を保ちつつ、生乳生産の

太宗を育成すべき酪農経営へ早急に集約し生産構造を

改善するため、生乳生産の移動を推進するための検討

会議の開催、指導を行った。

　�　広域乳質検査体制整備

　広域指定生乳生産者団体等が行う、乳質基準等の改

善の取組並びに広域指定生乳生産者団体の下での広域

乳質検査体制の整備に対し助成した。

　�　認可団体事業

　広域指定生乳生産者団体の下での生乳需要の安定、

集送乳の合理化等を図るため、生乳の受託販売・計画

生産の効果的な実施のための指導及び乳脂肪分の取引

上の制約の見直し行った。

　�　民間団体事業

　集送乳実態調査の実施並びに最適な集送乳経路に移

行することによる経済的効果の分析及び生乳取引方法

の改善に関する検討会を開催し、生乳取引プログラム

ソフトの作成を行った。

　イ　乳製品取引パイロット市場推進

　入札による透明性の高い乳製品取引を行い、市場実

勢を反映した適正な価格形成を推進するためのパイ

ロット市場をについて、社団法人中央酪農会議に対す

る運営指導を行った。

　ウ　酪農経営体育成強化推進指導事業

　生乳の計画生産との整合性を保ちつつ、生乳生産の

大宗を育成すべき酪農経営へ早急に集約し生産構造を

改善するため、生乳生産の移動を推進するための検討

会議の開催、指導を行った。

　エ　酪農経営体育成強化緊急対策事業

　生乳の計画生産との整合性を保ちつつ、生乳生産の

大宗を育成すべき酪農経営に早急に集約し生産構造を

改善するため、指定生乳生産者団体等のあっせん機能

を活用しつつ、減頭見合いで増頭等を行う規模拡大者

に対する支援を行った。

４　乳業及び流通の合理化対策

�　本対策の趣旨

　近年、国際化への対応、内外価格差の縮小等が求め

られる中、酪農の生産性向上が図られているところで

あるが、乳業及び流通について、その合理化を図るこ

とにより、国際競争力のある価格での牛乳・乳製品の
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供給に資することを目的としたものである。

�　本対策の事業実施概要

　ア　乳業再編総合対策推業

　乳業の再編・合理化を推進するため、協議会を開催

し、「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本

方針」に即した乳業再編全国計画の策定・指導等を行っ

た。さらに、地域ブロック・都道府県における乳業の

再編・合理化を推進するため、協議会を設置し、乳業

再編ブロック計画及び都道府県再編計画の策定・指導

等を行うとともに、セミナーの開催等を行った。

　イ　乳業再編整備等対策事業

　�　乳業施設再編合理化対策

　乳業の再編・合理化を促進するとともに、牛乳・乳

製品の安全性の確保を図るため、乳業の集約化による

効率的かつ衛生的な乳業施設の整備を行った。

　�　広域需給調整施設整備事業

　生乳の広域流通に対応した需給の円滑な調整に資す

るため、需給調整拠点施設等の整備を行った。

５　乳製品に係るUR農業合意

　ガット・ウルグアイ・ラウンド（ＵＲ）交渉は、昭

和６１年以来７年余りにわたる交渉の末、平成５年１２月

１５日、ジュネーブで開催された貿易交渉委員会（ＴＮ

Ｃ）において実質的な合意に達し、平成６年４月には、

ＷＴＯ協定がモロッコのマラケシュにおける閣僚会合

で署名された。ＵＲ農業合意の基本的な構造は、農産

物の国内支持、市場アクセス及び輸出競争の３分野に

ついて保護削減のルールを作り、原則として６年間か

けて実施していこうというものである。

　乳製品に関しては、

　�　すべての輸入制限措置を関税相当量に置き換え

　た上で、これを含め関税等を６年間で最低１５％削減

　�　現行の輸入アクセス機会を維持し、このうち農

畜産業振興事業団による輸入分は生乳換算で１３万７千

tを毎年輸入

という内容であるが、関税相当量の水準が相当高いこ

ともあり、当面は国内への影響は少ないものと考えら

れる。

６　新たな酪農・乳業対策大綱

　我が国の酪農は、食生活の多様化等による需要の増

大を背景として順調な発展を遂げ、我が国農業の基幹

的部門に成長し、国民生活に欠かせない牛乳・乳製品

の安定供給という基本的な使命に加え、地域社会の活

力維持、国土や自然環境の保全等多様かつ重要な役割

を果たしてきた。

　一方、我が国ので社会経済が大きな変革期に直面し

ている中で、農政についても、社会情勢の変化や国際

かの進展に対応し、抜本的に見直すことが求められて

おり、平成１１年７月には、２１世紀に向けた食糧・農業・

農村政策の基本指針となる「食料・農業・農村基本法」

が施行されたところであり、また、平成１２年３月には、

基本法に掲げられた理念や施策の基本方向を具体化し

た「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されたと

ころである。

　このような中で、畜産行政に関しても、農政改革の

一環として、酪農・乳業に係る各般の施策を見直し、

需給の安定を図りつつ、市場実勢を反映した乳製品・

加工原料乳の適正な価格形成を実現することを通じ、

川下のニーズに応じた生産・供給が行われるようにす

るとともに、意欲ある担い手の経営安定に十全を期す

など、総合的な施策体系を構築することとした「新た

な酪農・乳業対策大綱」を平成１１年３月に策定したと

ころである。

　この中で、牛乳・乳製品の価格政策については、市

場実勢を反映した乳製品・加工原料乳の適正な価格形

成の実現及び酪農経営の安定の確保を図るため、「加

工原料乳生産者補給金等暫定措置法」を改正し、安定

指標価格、基準取引価格等の廃止と加工原料乳生産者

補給金の算定方法の見直しを内容とする新たな制度を

平成１３年度より導入することとした。また、新たな制

度の導入に伴い、加工原料乳価格の低下が酪農経営に

及ぼす影響を緩和するため、価格低落時にその低下額

の一定割合を、生産者の拠出と国の助成により造成す

る資金から補てんする仕組みを創設した。

　また、価格政策の見直しのほか、「主要な改革の方

向」として位置付けた、経営体・担い手対策、生乳流

通対策及び乳業再編・合理化対策については、関係者

による検討を踏まえ、所要の予算措置を講じたところ

である。

　さらに、「改革を推進するための条件整備」として位

置付けた、畜産環境対策、自給飼料の増産、家畜改良

の推進・飼養管理技術の高度化、牛乳・乳製品の流通・

消費対策、生産資材費低減対策については、所要の法

整備、予算措置を講じたところである。

　引き続き、平成１３年度においても、本大綱及び基本

計画等に沿った施策の着実な推進を図ることとしてい

る。

第４章　生　　産　　局 －１５１－



第１０節　畜産物の価格流通対策

１　畜産振興審議会

　第４２回畜産振興審議会は、平成１２年１１月２日農林水

産省三番町分庁舎において開催された。

　なお、委員の任期は「審議会令」により２年とされ

ているが、任期途中で丸山　達男委員（北海道副知事）、

藤原　和人委員（農林漁業金融公庫副総裁）が辞任さ

れ、新たに平成１２年１０月１２日付けで真田　俊一委員、

福田　誠委員がそれぞれ任命された。委員及び特別委

員は次のとおりである。

　　畜産振興審議会委員　　

足立　己幸　女子栄養大学教授

伊東依久子　消費科学連合会副会長

今村奈良臣　日本女子大学家政学部教授

岩崎　充利　財団法人食品産業センター理事長

上野　千里　酪農自営業

遠藤　幸男　肉用牛自営業

甲斐　　諭　九州大学大学院農学研究院教授

金森　房子　東京都立短期大学講師

岸　　康彦　愛媛大学農学部教授

栗原　喜一　元神奈川大学非常勤講師

紺野　貞郎　全国町村会政務調査委員

齋藤　金三　社団法人日本養鶏協会副会長

真田　俊一　北海道副知事

新藤　秀逸　社団法人全国和牛登録協会副会長

須田　　洵　日本中央競馬会副理事長

千代　正直　全国農業協同組合中央会副会長

中瀬　信三　社団法人中央畜産会副会長

中山　　悠　社団法人日本乳製品協会会長

福田　　誠　農林漁業金融公庫副総裁

増田　淳子　株式会社ＮＨＫソフトウェアエグゼクテ

　　　　　　ィブプロデューサー

甕　　　滋　　地方競馬全国協会会長

森岡　繁三　協同組合日本飼料工業会会長

森口　　旻　全国農業協同組合連合会副会長

吉田小夜子　養豚自営業

　　　　　　畜産振興審議会特別委員

井島　榮治　社団法人日本食鳥協会会長

伊藤　研一　日本ハム・ソーセージ工業協同組合副理

　　　　　　事長

伊藤　義浩　全国牛乳商業組合連合会会長

今井　　清　日本大学生物資源科学部教授

入谷　　明　近畿大学生物理工学部教授

香川　荘一　社団法人中央畜産会専務理事

金川　幹司　社団法人北海道酪農協会会長

亀岡　暄一　社団法人日本科学飼料協会理事長

清澤　盛雄　社団法人日本卵業協会会長

小林　信一　日本大学生物資源科学部助教授

佐藤　正芳　元飼料輸出入協議会理事長

生源寺真一　東京大学大学院教授

鈴木　　正　いわい東農業協同組合組合長

田中　　榮　全国農業会議所事務局長
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表１７   主要な乳製品の関税相当量（ＴＥ）又は一般関税の削減
2000 年基準関税水準　　　→ 

396￥／ kg ＋ 21.3％ 466￥／ kg ＋ 25％脱脂粉乳 ( Ｆ≦ 1.5％) 
985￥／ kg ＋ 29.8％ 1,159￥／ kg ＋ 35％バター ( Ｆ≦ 85％) 
612￥／ kg ＋ 25.5％ 720￥／ kg ＋ 30％全脂粉乳 ( ５％＜Ｆ≦ 30％)
509￥／ kg ＋ 25.5％599￥／ kg ＋ 30％全脂加糖れん乳 ( Ｆ＞８％) 
254￥／ kg ＋ 25.5％299￥／ kg ＋ 30％脱脂加糖れん乳 ( Ｆ≦８％)
 254￥／ kg ＋ 21.3％299￥／ kg ＋ 25％脱脂無糖れん乳 ( Ｆ≦ 7.5％) 
 425￥／ kg ＋ 29.8％ 500￥／ kg ＋ 35％ホエイパウダー 

　( Ｆ≦５％、無糖 )
635￥／ kg ＋ 21.3％ 747￥／ kg ＋ 25％クリーム ( 脂肪分 45％以下 )
915￥／ kg ＋ 29.8％ 1,076￥／ kg ＋ 35％ヨーグルト

40％ 40％プロセスチーズ
ナチュラルチーズ

29.8％ 35％　( ゴーダー、チェダー ) 
26.3％ 35％　( 粉チーズ )
 22.4％ 35％　( ピザ用冷凍チーズ )

アイスクリーム
21％   28％　( しょ糖 50％未満 ) 
 26.3％35％フローズンヨーグルト

1,159￥／ kg ＋ 29.8％ 1,363￥／ kg ＋ 35％調製食用脂 
 21.3％ 25％ココア調製品 ( 無糖 )



土井　邦雄　東京大学大学院教授

内藤　　進　社団法人全国肉用牛協会専務理事

中田　俊男　全国乳業協同組合連合会副会長

西中　啓二　全国畜産農業協同組合連合会専務理事

西原　高一　社団法人中央酪農会議副会長

野間　良彦　社団法人日本食肉市場卸売協会会長

福岡伊三夫　全国食肉事業協同組合連合会会長

三村　浩昭　全国農業協同組合連合会常務理事

向田　孝志　財団法人北海道農業開発公社理事長

吉濱　彰啓　全国開拓農業協同組合連合会専務理事

　審議会の各部会の委員及び特別委員は、次のとおり

である。

　【企画部会】

　委員　足立己幸、伊東依久子、岩崎充利、上野千里、

遠藤幸男、金森房子、岸康彦、栗原喜一、真田俊一、

須田洵、千代正直、中山悠、福田誠、増田淳子、甕滋、

森口旻

　特別委員　伊藤研一、小林信一、生源寺真一、鈴木

正、田中榮、内藤進、福岡伊三夫

　【家畜改良増殖部会】

　委員　甲斐諭、齋藤金三、新藤秀逸、須田洵、中瀬

信三、中山悠、吉田小夜子

　特別委員　伊藤研一、入谷明、金川幹司、土井邦雄、

三村浩昭

　【酪農部会】

　委員　足立己幸、伊東依久子、岩崎充利、上野千里、

甲斐諭、金森房子、岸康彦、栗原喜一、紺野貞郎、真

田俊一、須田洵、千代正直、中瀬信三、中山悠、福田

誠、増田淳子、甕滋、森口旻

　特別委員　伊藤義浩、小林信一、生源寺真一、鈴木

正、中田俊男、西原高一、向田孝志

　【養鶏部会】

　委員　伊東依久子、金森房子、齋藤金三、千代正直、

増田淳子、甕滋、森岡繁三

　特別委員　井島榮治、今井清、香川荘一、清澤盛雄、

土井邦雄、三村浩昭

　【食肉部会】

　委員　足立己幸、伊東依久子、岩崎充利、上野千里、

遠藤幸男、甲斐諭、金森房子、岸康彦、栗原喜一、紺

野貞郎、須田洵、千代正直、中瀬信三、福田誠、増田

淳子、甕滋、森口旻、吉田小夜子

　特別委員　伊藤研一、生源寺真一、土井邦雄、内藤

進、西中啓二、野間良彦、福岡伊三夫、吉浜彰啓

　【飼料部会】

　委員　岩崎充利、岸康彦、栗原喜一、紺野貞郎、新

藤秀逸、真田俊一、須田洵、福田誠、甕滋、森岡繁三、

森口旻

　特別委員　香川荘一、亀岡暄一、田中榮、鳩山滋

　第４２回畜産振興審議会において、農林水産大臣から

諮問された事項を審議するため、平成１２年１１月８日に

食肉部会、１１月９日に酪農部会がそれぞれ開催され、

食肉部会においては「１３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」（諮問別記�）、「１３年

度の肉用子牛の保証基準価格を定めるに当たり留意す

べき事項及び合理化目標価格を定めるに当たり留意す

べき事項」（諮問別記�）、酪農部会においては、「１３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１３年度の加

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」（諮問別記�）につき審議が行われた。

　これらの各部会での審議の後、それぞれ諮問事項に

対する答申（別記�）がなされ、これに基づき慎重に

検討を行った結果、１３年度の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、加工原料

乳の補給金単価等が決定され、１１月２９日に告示（別記

�）された。

別記�

１２畜Ａ第３０５４号

平成１２年１１月２日

　畜産振興審議会会長殿

農林水産大臣　谷　洋一

諮　　問

　畜産物の価格安定等に関する法律（昭和３６年法律第

１８３号）第３条第１項の規定に基づき平成１３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�

１２畜Ａ第３０５５号

平成１２年１１月２日

　畜産振興審議会会長殿

農林水産大臣　谷　洋一

諮　　問

　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１３年度の保証基

準価格を定めるに当たり留意すべき事項及び同条第２

項の規定に基づき合理化目標価格を定めるに当たり留

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�

１２畜Ａ第４８９号

平成１２年３月９日
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　畜産振興審議会会長殿

農林水産大臣　玉沢　徳一郎

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１２年度の

加工原料乳の保証価格及び基準取引価格、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並びに指定乳製品の安定指標価

格を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�

（食肉部会）

１２畜審第２１号

平成１２年１１月８日

　農林水産大臣　谷　洋一殿

畜産振興審議会

会長　今村奈良臣

答　　申

　平成１２年１１月２日付け１２畜A第３０５４号で諮問が

あった平成１３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並びに平成１２年１１月２日付け１２畜

A第３０５５号で諮問があった平成１３年度の肉用子牛の保

証基準価格を定めるに当たり留意すべき事項及び肉用

子牛の合理化目標価格を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。

　なお、併せて別紙のとおり建議する。

記

１　豚肉の安定価格については、その生産条件及び需

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安定価格を決めることは、や

むを得ない。

　　牛肉の安定価格については、その生産条件及び需

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安定価格を決めることは、や

むを得ない。

２　肉用子牛の保証基準価格については、その生産条

件、需給事情及び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決めることは、や

むを得ない。合理化目標価格については平成１３年度

につき試算に示された考え方で決めることは、やむ

を得ない。

建　　議

１．我が国畜産の安定及び健全な発展が図られるよう、

「食料・農業・農村基本法」及びそれを具体化する「食

料・農業・農村基本計画」、「酪農及び肉用牛生産の

近代化を図るための基本方針」等に即し、食料自給

率の目標の達成等に向けた農業者その他の関係者の

取組を支援するため、施策の総合的かつ計画的な展

開を図ること。

２．肉用子牛生産の維持・拡大を図るため、肉用子牛

生産者補給金制度の安定的な運営に努めるとともに、

繁殖雌牛の維持拡大対策を推進すること。また、肉

用牛肥育経営の経営安定のための対策について適切

な見直しを行うとともに、肉用牛の改良対策、地方

特定品種対策、乳用種肥育対策等を推進すること。

３．養豚経営の経営安定のための対策を継続実施する

とともに、地域における価格差補てん事業の見直し

等につき都道府県を指導することを含め、その適切

かつ健全な運用を図ること。また、肉豚生産の維

持・拡大及び養豚経営の体質強化を図るため、生産

コストの低減、優良種豚の導入等を推進すること。

４．肉用牛生産の基盤強化を図る観点から、「飼料増産

推進計画」の達成に向けて、国産稲わらの利用促進、

水田等での作付け拡大等関連対策を推進し、自給飼

料の増産を図ること。

５．「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関

する法律」に即し、処理施設の計画的な整備、耕種

農家との一層の連携等による家畜排せつ物の利用の

促進を図るため、畜産環境関連対策を強力に推進す

ること。また、意欲ある担い手の確保・育成対策、

地域における経営支援対策を推進すること。

６．効果的かつ効率的な家畜防疫体制を構築するため、

家畜伝染病予防法を改正し、国内防疫措置及び輸入

検疫措置の強化を図ること。また、豚コレラ撲滅対

策について関係者の理解と協力の下、早期に撲滅が

確認されるよう努めること。

７．食肉処理施設の再編整備等を推進し、食肉の安全

性の確保及び食肉流通の合理化を図ること。

８．消費者の視点を踏まえつつ、きめ細かな情報提供

を図るとともに、ＪＡＳ法に基づく原産地表示の徹

底など表示問題に関する施策や国産食肉の消費拡大

等の施策を推進すること。

（酪農部会）

１２畜審第２２号

平成１２年１１月９日

　農林水産大臣　谷　洋一　殿

畜産振興審議会

会長　今村奈良臣

答　　申

　平成１２年１１月２日付け１２畜Ａ第３０２６号で諮問があっ

た平成１３年度の生産者補給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
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原料乳の補給金単価を定めるに当たり留意すべき事項

について、下記のとおり答申する。

　なお、併せて別紙のとおり建議する。

記

　政府諮問に係る限度数量及び補給金単価については、

生産者補給金制度の円滑かつ適正な移行に配慮しつつ、

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、政府試算に示された考え方で定める

ことは、やむを得ない。

　なお、次年度以降の補給金単価については、透明性

の高い客観的な算定のあり方について検討を進めるこ

と。

建　　議

１　我が国酪農・乳業の健全で持続的な発展と国内生

産を基本とする牛乳・乳製品の安定的な供給が確保

されるよう、「食料・農業・農村基本計画」、「酪農及

び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」等に

即し、施策を総合的に展開すること。

２　新たな制度の下でその特性を踏まえた透明性の高

い公正かつ適正な生乳取引の実現のため、関係者間

の情報の共有化及び価格形成の円滑化を図るととも

に、広域指定生乳生産者団体の充実・強化、生乳の

用途別の計画生産の推進、より的確な生乳の需給調

整の実施、集送乳の合理化等の条件整備を図ること。

３　ゆとりある生産性の高い酪農経営を確立するため、

意欲ある担い手の確保・育成を図るとともに、酪農

ヘルパー等支援組織の利用拡大、飼養管理技術の高

度化及び家畜改良の推進に努めること。

４　環境と調和した酪農経営の推進を図る観点から、

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関

する法律」に基づき、家畜排せつ物について、その

適正な管理を確保するとともに、たい肥としての一

層の利用を図るため、耕種部門との連携に努めるこ

と。

５　土地基盤に立脚した酪農経営の育成を図る観点か

ら、「飼料増産推進計画」の達成に向け、関係者一体

となった増産運動を展開するとともに、水田や畑で

の作付拡大、草地整備の推進、単収の向上、飼料生

産受託組織の育成、稲発酵粗飼料の利用拡大等を図

ること。

６　乳業の合理化と牛乳・乳製品の安全性の確保を図

るため、「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るため

の基本方針」に即して乳業の再編・合理化及び衛生

管理水準の向上を強力に推進すること。

７　牛乳・乳製品の品質や優れた栄養に関するＰＲ活

動の展開と学校給食用への牛乳供給の推進等により、

消費の一層の拡大を図ること。

　また、飲用牛乳等の表示については、消費者にとっ

て分かりやすいものとし、商品情報を的確に消費者

に提供する観点から、必要な改善に努めること。

８　バターの需給緩和の傾向の下で、新たな制度に移

行するに当たっての臨時応急特例的な対応として、

バター在庫の縮小を図るための適切な措置を講じる

こと。また、国際市場の影響を受けにくい生クリー

ム等液状乳製品や今後更に需要が見込まれる国産ナ

チュラルチーズの生産振興を図ること。

９　効果的に酪農経営の安定と生乳の再生産の確保を

図る観点から、酪農家の所得・経営の状況等を踏ま

えつつ、生産者補給金の交付のあり方について早急

に検討を開始すること。

別記�

　農林水産省告示第１４５０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）第３条第１項の規定に基づき平成１３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１２年１１月２９日

農林水産大臣　谷　洋一

１　畜産物の価格安定等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。

　�　皮はぎ法により整形したもの

　　安定基準価格 ������������� ３６５円

　　安定上位価格 ������������� ４８０円

　�　湯はぎ法により整形したもの

　　安定基準価格 ������������� ３４０円

　　安定上位価格 ������������� ４４５円

２　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 ������������� ７８０円

　　安定上位価格 ������������ １，０１０円

　農林水産省告示第１４５１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１３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。

　平成１２年１１月２９日

農林水産大臣　谷　洋一

　肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額（消費税
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額分を含む。）とする。

　　　品　　　　　種　　　　　　保証基準価格

　　黒毛和種　　　　　１頭につき、 ��� ３０４，０００円

　　褐毛和種　　　　　１頭につき、 ��� ２８０，０００円

黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種

　　　　　　　　　　　１頭につき、 ��� ２００，０００円

乳用種の品種　　　　　１頭につき、 ��� １３１，０００円

肉専用種と乳用種の交雑の品種

 ����������� １頭につき、　　　１７５，０００円

　農林水産省告示第１４５２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１２年１１月２９日

農林水産大臣　谷　洋一

１　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　　　　　１頭につき、 ��� ２６７，０００円

　　褐毛和種　　　　　１頭につき、 �  � ２４６，０００円

黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種

　　　　　　　　　　　１頭につき、 ��� １４１，０００円

乳用種の品種　　　　　１頭につき、 ��� ８０，０００円

肉専用種と乳用種の交雑の品種

　　　　　　　　　　　１頭につき、 ��� １３５，０００円

２　１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）附則第

４項の農林水産大臣が定める期間は、平成１３年４月

１日から平成１４年３月３１日までとする。

　農林水産省告示第５２０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１３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１３年４月２日

農林水産大臣　谷津　義男

１　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

 ������������������ ２，２７０千トン

２　加工原料乳の補給金単価

　　　単　　　位　　　　　　　　　　　補給金単価

　　１キログラム ������������ １０．３０円

［補足］

　中央省庁等改革に伴い、畜産振興審議会の審議機能

は、食料・農業・農村政策審議会へ移管している。同

審議会の下に置かれた生産分科会の第１回会合（平成

１３年３月２３日開催）において、畜産物の価格等に係る

審議については、畜産物価格等部会において行うこと

とされた。

　なお、第１回生産分科会において、畜産の生産に係

る基本的事項等については、生産分科会の下に畜産企

画部会を設置し審議する方針である。

２　農畜産業振興事業団の業務の運営状況

�　畜産物の価格安定業務

　ア　指定乳製品等

　１２年度における主要乳製品のバター及び脱脂粉乳の

生産量は、生乳生産の減少、飲用需要の増加及び生ク

リーム等への仕向が増加したことからバターは対前年

比８９．２％、脱脂粉乳は前年度比９３．９％と減少した。

　このような状況下にあって、国際約束に基づくカレ

ントアクセス分として脱脂粉乳１６，５００トンを輸入し、

８月及び１２月に乳製品取引パイロット市場において、

１２，９００トンの売渡しを行い、３，６００トンを次年度への

繰越し在庫とした。

　脱脂粉乳以外のカレントアクセス分については、国

際約束に従って、売買同時入札方式によりホエイ及び

調製ホエイ４，５００トンの売買を実施した。

　また、事業団以外の者の指定乳製品等の輸入に係る

買入れ・売戻し件数は２９６件で、その数量は３９４トン

なった。

　バターは、１２年度当初には約４０千トンの在庫水準で

あったが、生産量は前年より減少したこと等から、年

度末では約３５千トンの水準となった。

　イ　指定食肉

　指定食肉の１２年度における卸売価格は、牛肉につい

ては、堅調に推移し、一貫して安定上位価格を上回っ

た。また、豚肉については、概ね安定価格帯内で推移

した。

　ウ　鶏卵

　１２年度の鶏卵の補てん基準価格は、１６９円／㎏ と定

められた。卸売価格は、１８５円／ ㎏（前年度比　

９２．５％）と前年度をかなり下回った。補てん状況につ

いては、６月から８月及び１月に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による価

格差補てんが行われた。

�　債務保証業務

　１２年度の期首保証残高は、運転資金に係る保証３億

９，５００万円（８件）であった。期中における新規保証額
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は３億５，６００万円（６件）、償還額は３億９，５００万円で

あったので、年度末保証残高は、運転資金に係る保証

３億５，６００万円となった。

�　助成業務

ア　学校給食用牛乳供給事業

　１２年度の学校給食用牛乳供給事業は、年度途中より

入札等の競争条件を整備するとともに、従来の単価助

成方式にかわり、供給コストの低減、消費量の拡大、

供給条件不利地域の負担軽減等に資するメニュー方式

の事業に改めて実施し、新制度への移行措置分（従前

の単価助成額の１／２相当額）を含め、３１億８，０３６万円

を交付した。

　また、学校給食用牛乳の栄養的な効果等を児童・生

徒に啓発するため、「学校給食用牛乳消費定着促進事

業」に対し、１，７４３万円を交付した。

　なお、平成１２年度における学校給食用牛乳供給事業

実施学校数は、小学校２３，５４２校（全国総学校数比

９７．７％）、中学校９，４８０校（同８４．６％）、夜間学校７３３校

（同９５．２％）、その他校８３８校（同８４．５％）の合計３４，５９３

校（同９３．３％）であった。

　イ　指定助成対象事業

　１２年度の指定助成対象事業については、畜産環境対

策事業、加工・流通・消費拡大対策事業、経営対策事

業等６５事業に対し、補助事業として１，１６５億１，９７９万円

の助成を行った。

�　加工原料乳生産者補給金交付業務

　１２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２４０万トンに対し、都道府県知
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 表１８　　食肉・鶏卵の需給の推移
（枝肉ベース，単位：トン，％）

鶏　卵合　計鶏　肉羊　肉馬　肉豚　肉牛　肉区　分
2,654,3033,053,7811,235,8162967,3831,263,541546,745生 産 量８年度

1243,1512,998025497輸 出 量
109,5112,541,498612,99267,27824,195963,832873,201輸 入 量
2,673,6905,592,1281,845,81067,57431,5762,227,3191,419,849計
131.0152.3154,142.835.2136.1235.4指 数

（100）（33）（1）（1）（40）（25）構 成 比
2,573,2113,059,2011,233,9692827,9791,288,248528,723生 産 量９年度

9853,1763,0190013144輸 出 量
104,0652,348,999567,51366,08019,889754,137941,380輸 入 量
2,676,2915,405,0241,798,46366,36227,8682,042,3721,469,959計
131.1147.1150.142.031.0124.8243.8指 数

（100）（33）（1）（1）（38）（27）構 成 比
2,536,0353,041,9341,211,7722817,7071,291,562530,612生 産 量10 年度

963,9483,4930036419輸 出 量
103,6542,444,756590,60155,97421,062803,132973,987輸 入 量
2,639,5935,482,7421,798,88056,25528,7692,094,6581,504,180計
129.3148.9150.235.632.1128.0249.4指 数

（100）（33）（1）（1）（38）（27）構 成 比
2,539,4373,039,7221,211,2732727,3331,276,264544,580生 産 量11 年度

3255,2854,10300831,099輸 出 量
119,0662,647,000650,27250,00818,588952,995975,137輸 入 量
2,658,1785,681,4371,857,44250,28025,9212,229,1761,518,618計
130.2154.2155.131.828.9136.2251.8指　 数

（100）（33）（1）（0）（39）（27）構 成 比
2,540,1122,978,3291,195,3522637,0801,255,206520,428生 産 量12 年度

2113,5343,1530028299輸 出 量
120,7272,752,228685,59344,79415,260951,7021,054,879輸 入 量
2,660,6285,727,0231,877,79245,05722,3402,206,6261,575,208計
130.3155.4156.828.524.9134.9261.2指 数

（100）（33）（1）（0）（39）（28）構 成 比

（注）１　生産量（枝肉）は農林水産省統計情報部「食肉流通統計」「鶏卵食鳥流通統計」
２　輸出入量は財務省関税局「日本貿易月報」を枝肉換算
３　平成６年度より輸入量には加工調製品等を含む。
４　計は、（生産量－輸出量＋輸入量）である。
５　羊肉は山羊肉を含む。鶏肉の輸出入量は家きん肉である。
６　指数は 55 年度を 100 として計算。同欄の（　）は同年の品目合計を 100 とした構成比である。
７　平成 12 年度の数字は概数値



事認定数量２３０万９，４９４トンであったことから、認定数

量全量について生産者補給交付金を交付した。その総

額は、２４９億３，８５３万円で、単価は１０円８０銭／㎏（保証

価格７３円３６銭と基準取引価格６２円５６銭との差額）で

あった。

�　肉用子牛生産者補給金等交付業務

　１２年度の生産者補給金は、「黒毛和種」については平

均売買価格が保証基準価格を上回って推移したため交

付はなく、「褐毛和種」１１，４８６頭を対象に３億７，０４８万

円、「その他肉用専用種」８，４８２頭を対象に６億８４万円、

「乳用種」２６万６，９１８頭を対象に１１３億５，３２８万円、「交

雑種」１５万８２１頭を対象に１１億４，９２０万円、合計１３４億

７，３８１万円を交付した。

�　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」等により畜産関係者に提供した。また、インター

ネットを通じて情報提供を行うとともに、畜産物の市

況等について通信衛星を利用して映像情報を提供した。

この経費の総額は５億８，２６８万円であった。

�　畜産物の需要増進業務

　１２年度は、特産畜産物フェア、需要開発調査研究事

業、新聞、雑誌等の各種媒体を通じた消費啓発事業等

を実施した。この経費の総額は、１億４，８５３万円で

あった。

３　食肉等の需給及び価格の推移

�　牛　　　　　肉

　１２年度の牛肉の国内生産は、肉専用種、乳用種とも

前年度やや下回って推移し、全体では３６万４千トン

（部分肉ベース）となった。

　輸入については、４年度以降増加していたが、８年

度は欧州での牛海綿状脳症（BSE）等の影響によりか

なりの程度減少した。９年度以降は再び増加し、１２年

度はほぼ前年度並みの７３万８千トンとなった。

　牛肉の卸売価格（省令価格（去勢牛の「B－２」「B

－３」規格））は、８年度以降は前年度を上回る高い水

準で推移してきた。１０年１月以降は低下傾向で推移し

てきたが、１１年度夏以降は回復傾向で推移している。

　小売価格については、国産牛肉は「ロース」はわず

かに前年度を上回り、「肩肉」ともにほぼ前年度並みと

なった。また、輸入牛肉はやや前年度を下回った。

�　豚　　　　　肉

　１２年度の豚肉の国内生産は、前年度をわずかに下回

り８７万９千トン（部分肉ベース）となった。

　１２年度の輸入量は、ほぼ並の６５万１千トン（部分肉
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表１９　食肉・鶏卵の価格の推移

卵鶏肉鶏肉豚肉牛
小売価格卸売価格小売価格卸売価格小売価格卸売価格小売価格卸売価格
296(107)197(117)107(98)221(99)161(101)475(105)391(100)999(99)７年度
305(103)204(104)109(102)230(104)160(99)486(102)395(101)1,132(113)８年度
306(100)191(95)114(105)231(100)166(104)483(99)413(105)1,158(102)９年度
283(93)170(89)116(102)234(101)161(97)455(94)403(98)1,047( 90)10 年度
315(111)200(118)116(100)237(102)157(98)444(98)397(99)1,044(100)11 年度
310(99)185(93)116(100)238(100)156(99)440(99)394(99)1,126(108)12 年度

12 年
330(110)203(103)116(100)238(100)158(101)404(89)397(100)1,100(103)４月
317(99)181(94)116(100)239(101)156(99)433(97)389(98)1,071(106)５月
288(96)166(99)116(100)236(100)157(101)510(97)389(97)1,026(114)６月
285(100)167(101)116(101)236(100)157(99)541(104)386(98)1,030(103)７月
277(95)150(85)115(101)235(99)157(101)531(98)385(98)1,121(115)８月
300(92)183(83)115(99)235(99)158(102)465(92)393(101)1,113(105)９月
314(96)198(97)115(99)236(99)158(99)384(100)390(99)1,114(105)10 月
312(98)192(90)115(99)237(100)157(99)363(105)392(99)1,177(113)11 月
330(95)220(91)115(99)240(100)155(98)376(102)393(99)1,260(116)12 月

13 年
311(103)164(94)114(97)242(101)154(97)431(115)399(100)1,168(105)１月
338(106)215(99)116(99)241(101)154(98)447(105)406(100)1,188(109)２月
322(95)187(82)117(101)238(100)154(100)424(95)405(102)1,096(101)３月

資料：卸売価格は農林水産省統計情報部「食肉流通統計」「鶏卵食鳥流通統計」による東京における１ kg当たり価格。
　　　鶏肉の卸売価格は「日本経済新聞」による。
　　　小売価格は総務庁「小売物価統計調査報告」による東京都区部における 100 ｇ当たり価格。但し、鶏卵は１ kgたり
　　　価格。
（注）１　( ) は前年同月比（％）である。
　　２　牛肉、豚肉及び鶏肉の価格は消費税額を含む。



ベース）となった。

　卸売価格は、概ね安定価格帯内で推移した。

　小売価格については、国産豚肉は「ロース」、「肩肉」

ともには前年度をわずかに下回った。また、輸入豚肉

はわずかに前年度を下回った。

�　鶏　　　　　肉

　鶏肉の国内生産は６３年度以降、減少傾向で推移して

おり、１２年度は前年度をわずかに下回り、１２０万 t（骨

付きベース）となった。

　卸売価格は、もも肉はほぼ前年度をやや上回ったが、

むね肉は前年度をかなり下回る水準で推移した。

�　鶏　　　　　卵

　鶏卵の国内生産は、１０年度は生産縮小等によりわず

かに減少した、その後前年度並みで推移しており１２年

度は２５４万トンであった。

　卸売価格は、１０年１２月以降、生産量の減少により前

年度を上回って推移したが、１２年度は需要の低迷等に

より前年をやや下回って推移した。

４　食肉等の流通対策

�　食肉等流通体制整備

　我が国の食肉処理体制の強化を図るため、産地ごと

に、当該地域の肉用牛等の振興方策を踏まえ、その食

肉としての処理加工・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、最新鋭の高度に衛生

的な設備を導入して低コストで大量処理を行う先進的

な食肉センターの整備と、これに対応した効率的な集

荷体制を整備した。

　１２年度は、基幹施設の増設１０か所について補助した。

�　家畜市場近代化整備

　肉畜の生産状況及び交通事情等の変化に対応して、

零細な家畜市場を計画的に再編・移転整備し、市場取

引量の増加、取引方法の合理化等家畜の公正円滑な取

引及び適正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。

表２０　食肉加工品生産量の推移

（単位：千トン）

　　　　　ハ　ム　　ベーコン　　ソーセージ　　計

８年度　 １５６（ ９３） 　７８（１０２） 　３０５（ ９８） 　５３９（ ９７）

９年度　 １５２（ ９８）　 ７９（１０１）　 ３０１（ ９９）　 ５３２（ ９９）

１０年度　 １５２（１００）　 ７７（ ９８）　 ２９５（ ９８）　 ５２５（ ９９）

１１年度　 １５３（１０１）　 ７７（１００）　 ２９４（１００） 　５２５（１００）

１２年度　 １４９（ ９７） 　７８（１００） 　２９２（ ９９） 　５１９（ ９９）

　資料：生産局「食肉加工品生産量調査報告」

　（注）　（　）内は前年度比（％）である 

�　鶏卵等衛生処理流通施設整備事業

　近年、食品の安全性に対する国民の関心が高まる中

で、鶏卵についても消費者ニーズに対応し衛生的な生

産・供給体制の確立を図ることが重要な課題となって

いる。

　このため、鶏卵の衛生的な生産確保のためのモニタ

リング衛生検査体制の整備を行うとともに、鶏卵等の

衛生的流通、処理のために必要な施設等の整備を行っ

た。

５　食肉、鶏卵等の価格安定対策

�　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

価格が異常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年度より実施して

おり、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。

�　鶏卵価格安定対策事業

　鶏卵の価格安定については、従来から社団法人全国

鶏卵価格安定基金及び社団法人全日本卵価安定基金が

鶏卵生産者と生産者団体の積立てにより、鶏卵価格の

異常低落時における価格差補てんを行ってきているが、

５０年度以降、補てん財源の一部を助成している。

第１１節　家畜及び鶏の改良増殖対策

１　家畜の改良増殖対策

�　乳用牛改良増殖対策事業

　ア　乳用牛群検定普及定着化事業

　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、選択的肉利用を促進し、

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、普及率の一層の拡大と牛群検定デー

タを利用した指導体制の強化等を推進した。

　１２年度末現在、４６都道府県で、合計１１，５９９戸の農家

の５２２，９４７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４６．５％であった。

　イ　乳用種雄牛後代検定推進事業

　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、
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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、検定済種雄牛については、総合

指数上位４０位の利用を推進した。

　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。

�　肉用牛改良増殖事業

　ア　肉用牛広域後代検定推進事業

　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確立

により、優良な種雄牛の作出を図る事業を２４道県で実

施した。また、候補種雄牛生産等のための優良な繁殖

雌牛群の整備を図る事業を４０道県で実施した。

　イ　沖縄肉用種雄牛供給事業

　離島が多く人工授精の普及が困難である沖縄県の肉

用牛の改良増殖を図るため、沖縄県外から優秀な種雄

牛を購入し、農協等に貸付ける事業を実施した。

�　豚改良増殖事業

　豚の育種改良を促進するため、肉質、発育性及び斉

一性の高い系統の造成、組み合わせ検定及び系統維持

群の能力・血統管理を実施するとともに、優良な純粋

種豚の確保供給を行う改良組合における能力検定、優

良種豚の貸付け、種豚改良部門と肉豚生産部門との連

携強化し、効率的な一貫生産システムを確立するため

の検討会の開催等を全国２１県で実施した。

�　馬改良増殖対策事業

　農用馬の改良増殖を図るため、馬産技術の向上のた

めの研修会を開催するとともに、繁殖農家の組織化に

よる改良組合の育成、改良用基礎雌馬の選定、計画交

配、改良用基礎雌馬から生産された産子についての産

子調査及び優良種雌馬の購入・貸付けを行う事業を、

６道県において実施した。

�　鶏の改良増殖事業

　ア　鶏の能力検定推進型

　�　優良国産鶏作出体制整備

　ａ　種鶏性能調査

　生産性の向上や鶏卵・鶏肉の品質の向上の根幹とな

る素材鶏の改良を図るため、素材鶏及び優良系統の能

力調査を、都道府県施設で実施した。１２年度は、卵用

鶏３道県、肉用鶏３県において、検定を実施した。

　ｂ　組合せ検定

　農家に普及可能な優良組合せを選定するとともに地

域に適した優良組合せを検定するため、国、都道府県

の主要系統を計画的に交配した組合せ検定を、都道府

県施設で実施した。

　１２年度は、卵用鶏９道県、肉用鶏２県において、そ

れぞれ検定を実施した。

　ｃ　フィールド性能調査

　国及び都道府県において優良国産鶏として普及し得

ると目される優良組合せについて、農家段階における

性能調査試験を実施した。

　１２年度は、卵用鶏２県、肉用鶏８県において、それ

ぞれ検定を実施した。

　�　鶏の育種改良強化

　高品質鶏肉生産の基礎となる在来鶏の改良、凍結精

液利用技術の実用化を推進し、凍結精液を利用した高

能力な卵用鶏の系統造成及び消費者ニーズに対応した

育種素材の有効利用を全国１０府県において実施した。

　イ　優良国産鶏の増殖普及システム強化型

　国産種鶏の安定供給体制を整備し、優良国産鶏の増

殖普及を図るため、飼養者に対する管理技術指導等を

実施した。１２年度は、４県において実施した。

�　種　畜　検　査

　家畜改良増殖法第４条に基づき全国的に実施される

種雄畜の定期検査は、乳用牛、肉用牛、馬及び人工授

精に供用する豚について行われた。

２　家畜改良センタ－

　家畜改良センターは、我が国畜産の厳しい情勢に対

応して、より一層の家畜の能力向上、飼養管理技術の

改善等を通じた生産コストの引き下げ、畜産経営の体

質強化等を推進するため、近年発展の著しいバイオテ

クノロジー等畜産新技術を活用した効率的な改良増殖

を推進する機関として、２年１０月に発足した。

　１０年度においても、その基本方針に基づき、種畜検

査、家畜人工授精師等に関する監督等のほか、①家畜・

家きんの改良増殖、②先端技術の開発・実用化、③畜

産新技術の指導研修、④家畜改良等情報システムの整

備、⑤種子対策、⑥飼料作物流通種子検査、⑦ジーン

バンク事業等の各事業を実施した。（運営費７９億１，３６４

万円、施設整備費４億８，２１３万２千円）

�　家畜・家きんの改良増殖

　家畜・家きんの改良増殖については、畜種別に以下

の改良増殖事業を実施するとともに、優良種畜等の配

布を行った。

　ア　乳用牛

　国際化の進展に伴う低コスト高品質生産の要請に対

応しつつ酪農経営の安定を図るためには、泌乳能力及

び体型が総合的に優れた種雄牛を広域利用し、乳用牛

群全体の能力向上を図ることが必要である。このため、

受精卵移植等畜産新技術を活用し種雄牛を作出する乳
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用優良牛群育種改良事業（ＭＯＥＴ）を実施するとと

もに、作出した候補種雄牛について能力検定を行う乳

用種雄牛能力検定事業を、新冠、十勝、岩手及び宮崎

の各牧場で分担して実施した。（運営費３億９，５７９万７

千円、施設整備費１億５，００４万６千円）

　イ　肉用牛

　牛肉の輸入自由化等に対応し肉用牛経営の安定を図

るためには、生産性に優れた肉用牛の改良増殖を推進

し低コスト化を図ることが必要である。このため、受

精卵移植を活用した効率的な育種手法により種雄牛を

作出する肉用牛改良効率促進事業では、従来の間接検

定に比べ短期かつ低コストなクローン検定（卵分割に

よる一卵性双子を利用）等新育種法の開発・実用化を

図ること及び各県で計画交配された雄子牛（受精卵）

の導入をセンター本所、奥羽及び鳥取牧場が分担して

実施した。また、増体量、枝肉歩留、肉質等の特定の

形質について遺伝力が高い牛群を作出し、これらの特

定形質の導入が必要な育種実施主体に供給することを

目的とする肉用牛優良形質固定事業を奥羽及び宮崎牧

場において実施した。さらに、産肉性及び粗飼料の利

用性が高い外国種等肉用牛の種雄牛を作出する外国種

等肉用牛育種改良事業を十勝、奥羽及び熊本の各牧場

で実施した。

　また、肉用牛舎施設等の整備を行った。（運営費２

億３，５９３万円、施設整備費１億８２万６千円）

　ウ　豚

　豚肉消費の多様化に対応し効率的な肉豚生産を行い

養豚経営の安定化を図るためには、斉一で能力の高い

系統豚の普及が不可欠である。このため、デュロック

種等の雄型系統について、優良系統を作出する豚系統

造成事業を実施するとともに、系統造成のための育種

素材の確保供給を行う優良純粋種豚確保供給事業を茨

城及び宮崎牧場で分担して実施した。

　また、豚系統造成事業の中では、遺伝子解析を行う

ためのリソースファミリー（デュロック×梅山豚）の

造成についても実施した。

（運営費１億６，７３１万円、施設整備費２億４，４２７万８千

円）

　エ　鶏

　我が国の気候風土にあった国産鶏の改良増殖を推進

するため、その実用鶏作出のもととなる優良基礎系統

の造成を行う鶏系統造成事業を岡崎及び兵庫牧場で実

施し、この中で卵用鶏にあっては卵殻強度の高いもの、

肉用鶏にあっては低脂肪のものを作出するための遺伝

子解析を行うリソースファミリーの造成を実施した。

また、血液型、ＤＮＡ型判定技術を応用した鶏の抗病

性育種事業を本所で実施した。

（運営費１億８，２４９万４千円）

　オ　その他の家畜

　馬（農用・乗用）及びめん羊の改良増殖については、

十勝牧場、山羊の改良増殖については長野牧場で実施

した。

　実験動物の改良増殖については、ウサギと小型ヤギ

について長野牧場、小型ブタについて茨城牧場で実施

した。

（運営費５，３７４万円）

　カ　育種素材の確保

　鶏の改良増殖の参考に資するために外国ひなの性能

調査を、岡崎牧場において実施した。また、育種改良

上有用な個体及び系統（含む精液、受精卵）の収集、

保存を実施した。

（運営費２，１９７万円）

　キ　外国種畜等の購入

　家畜改良センターの種畜の改良に資するため、フラ

ンスから乳用牛の受精卵を導入するとともに、国内購

買により乳用雄牛を導入した。

　また、乳用牛、外国種肉用牛については凍結精液を

海外から輸入した。

（運営費６，１３８万５千円）

　ク　飼料生産業務

　飼料生産については、大家畜の飼育に必要な粗飼料

を確保するため、大型農機具を活用した効率的な乾草

及びサイレージの生産を行うとともに、飼料の高位生

産技術及び低コスト化技術の調査を行った。２，４０７ha

の飼料生産ほ場において、ＴＤＮ換算で、乾草４，４０４ト

ン、サイレージ類２，５２７t、穀実類６３tを生産した。

�　先端技術の開発・実用化

　効率的な家畜改良増殖及び畜産経営の安定化を推進

するためには、受精卵移植等の畜産新技術の活用・普

及を図ることが必要である。

　このため、本所及び各牧場において牛の核移植技術、

鶏の形質転換鶏作出技術、理化学的分析を活用した肉

用牛の肉質評価技術及び同技術を利用した効率的肥育

技術の確立並びに高品質肉豚及び肉鶏生産のための優

良肉質判定基準の策定及びそれを加味した新しい育種

手法の確立、遺伝子解析技術を活用した乳房炎に抵抗

性のある乳用牛の作出手法の確立、肉用牛の肉質に係

る遺伝子を解析するリソースファミリーの造成、牛の

生体内卵胞卵子吸引技術の開発・実用化、一卵性双子

生産技術を活用した効率的かつ合理的な肉用牛生産技

術体系の開発及び家畜飼養の各段階での悪臭低減化技

術、体細胞を供核細胞とした牛の核移植技術及び中山
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間地に適合する草地畜産技術の開発に着手した。

　また、本所、茨城及び宮崎牧場において、豚の受精

卵移植関連技術の開発・実用化のための事業を実施し、

本所、新冠、十勝、奥羽、岩手、鳥取及び宮崎牧場に

おいて、県・民間等の畜産新技術関係機関を集めた畜

産新技術普及推進協議会を開催し、畜産新技術の普及

を行った。

（運営費２億６，１９３万３千円）

�　畜産新技術指導研修

　畜産技術協力

　畜産新技術の実用化及び実証展示で得られた成果を

普及するために、本所において都道府県等の畜産技術

者を対象として家畜人工授精指導者研修及び家畜受精

卵移植指導者研修等を実施するとともに、近年開発途

上国からの畜産技術協力の要請が急速に増加している

ことに対応し、開発途上国の畜産技術者に対し、受精

卵移植技術等５コースの集団技術研修を実施したほか、

プロジェクト協力事業に係るカウンターパートの研修、

青年海外協力隊等の派遣前研修を実施した。

（運営費２，９７０万１千円）

�　家畜改良等情報システムの整備

　家畜の遺伝的能力評価の効率化を図るため、本所に

おいて、血縁関係をもとに祖先、きょうだい、後代の

データを用いて、種雄牛評価をより正確に行うととも

に、雌牛の評価を可能とするアニマルモデルによる能

力評価システムを実用化した。１１年には春と秋に乳用

牛の全国能力評価を実施・公表し、肉用牛等他の畜種

への適用についても検討を行った。

　さらに、種子部門においては、品種比較栽培調査、

都道府県の奨励品種選定調査等から得られる品種情報

のデータベース化を行った。

（運営費１億１，６８７万円）

�　種　子　対　策

　我が国に適した飼料作物の優良種子の供給を確保す

るため、十勝、長野及び熊本の各牧場に採種ほ（原原

種、原種）、検定ほ等を設置し、増殖用もと種子及び調

査・展示用種子の供給を行った。

　また、ＯＥＣＤ牧草等種子品種証明制度に基づく海

外契約採種用原種種子の品種証明業務を長野牧場にお

いて行った。

（運営費１億２，５８８万３千円）

�　飼料作物流通種子検査

　種苗法に基づく「指定種苗」を対象に、表示事項の

検査を十勝、長野及び熊本牧場において、表示事項の

内容に関する検査を長野牧場において実施した。

�　ジーンバンク事業

　家畜改良センターは、動植物遺伝資源のサブバンク

として位置付けられており、保存の必要のある家畜・

家きん及び飼料作物について収集・保存を行っている。

　１２年度は、めん羊及び黒毛和種を追加導入し、収集

品種（系統）について特性調査を実施した。植物遺伝

資源については、栄養体の保存を行うとともに１２１品

種（系統）の種子の再増殖及び１２３品種（系統）の特性

調査を行った。１２年度までのジーンバンク事業による

保存数（件数）は、動物４４品種（系統）、植物４１２品種

（系統）となった。

第１２節　ゆとりある生産性の高い

畜産経営の育成

１　畜産振興対策事業

�　畜産経営活性化事業

　ア　条件整備

　新規就農希望者のための研修施設の整備、離農跡地

及び後継者不在経営の施設等の条件整備、地域内一貫

生産体制の確立等のための共同利用施設の整備並びに

畜産物の高付加価値化を図るための施設等の整備を

行った。

　なお、１２年度は５０地区において事業を実施し、これ

に要した国庫補助金額は２６８，３３６万円であった。

　イ　事業推進

　�　地方公共団体事業

　ａ　新規就農者を養成する研修施設の運営の安定化、

研修プログラムの策定、研修受入れ先の認定、新規就

農資格者の認定、経営継承マップの作成

　ｂ　多様な継承方式に沿った資産継承の仲介、施設

の買入れ、経営移譲者に対する賃借料一括前払いの促

進及び新規就農者が確保されるまでの保全管理

　ｃ　畜産物の高付加価値化を図るための計画策定

　ｄ　酪農肉用牛生産振興法第２条の３第１項の規定

に基づく都道府県計画策定のための委員会の開催及び

市町村計画策定に係る指導等を行った。

　なお、１２年度は、３８都道府県の市町村において事業

を実施し、これに要した国庫補助金額は８，２５６万円で

あった。

　�　認可団体事業

農協系統団体が行う農協営農指導方式の改善及び拡充、

畜産物の生産合理化を図る重点政策のキャンペーン、

畜産経営の改善向上を促進する農協事業等の優良事例
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の紹介、農協系統等に対する巡回指導等を行った。

�　地域畜産総合支援体制整備事業

　ア　条件整備

　酪農ヘルパー、肉用牛ヘルパー、飼料生産コントラ

クター等の支援組織（以下「支援組織」という。）の再

編・統合のため必要となる施設機械の整備、肉用子牛

の共同育成のため必要となる施設機械及び飼料基盤の

整備、法人化等のため必要となる既存の施設等の高度

利用を含めた施設機械及び飼料基盤の整備並びに生産

技術の高度化のための実技研修に必要な施設機械の整

備を行った。

　なお、１２年度は４地区において事業を実施し、これ

に要した国庫補助金額は２１，５４２万円であった。

　イ　事業推進

　�　地方公共団体事業

　ａ　支援組織の再編・統合のため必要となる調整・

検討等を行う協議会等の開催、新たな対象作業・対象

畜種に対応するための技術習得

　ｂ　肉用子牛の共同育成のため必要となる地域内の

調整指導、共同化が定着するまでの間の経費の負担軽

減

　ｃ　法人化等に伴う飼養規模の拡大や先進技術の導

入のため必要となる経営計画等に係る調整指導、法人

経営システムの普及・啓発

　ｄ　畜産経営体の経営・生産技術の高度化を図るた

め必要となる支援指導体制の確立、専門家による支援

指導等を行った。

なお、１２年度は、４７都道府県の市町村において事業を

実施し、これに要した国庫補助金額は２６，８２７万円で

あった。

　�　民間団体事業

　・畜産経営の高度化を推進するために必要な推進委

員会、全国会議等の開催、指導用資料の作成、指導情

報の提供等を行った。

２　畜産経営技術等推進対策

�　畜産経営技術等推進対策事業

　この事業は、畜産経営体の体質強化を図るため、次

に掲げる事業を行った。

　ア　畜産経営技術高度化促進事業

　経営感覚に優れた生産性の高い畜産経営体を育成す

るため、畜産経営体自らによる経営改善の取組への支

援、地域における相談・指導窓口の設置、各分野の専

門家からなるコンサルタント団の設置、経営体のレベ

ル等に応じた畜産経営技術支援指導の実施、インター

ネットによる畜産情報提供、中央段階における指導用

資料の作成等を行った。

　１１年度は４７都道府県で実施し、事業実施主体である

都道府県に対し２分の１以内の補助を、社団法人中央

畜産会に対し定額の助成を行い、これに要した国庫補

助金額は２億９，３２７万円であった。

　イ　畜産資材等効率利用推進指導事業

　この事業は、畜産施設・機械及び生産資材の効率的

な利用を促進し畜産資材等に係る費用を低減するため、

関係機関が一体となった推進指導等を行った。

　ウ　家畜導入事業資金供給事業

　畜産経営の安定と資源の維持・拡大等を図るため、

市町村、農業協同組合等が繁殖牛（肉用牛、乳用牛）

を計画的に導入するために導入家畜の購入資金に係る

金利相当額等を助成する基金を造成する事業を実施し、

これに要した１２年度の国庫補助金額は３億４，８４９万円

であった。

　�　肉用牛群整備

　肉用牛の産肉性等経済能力向上及び斉一化の促進並

びに肉用牛資源の維持・拡大を図るため、次の事業を

実施した。

　ａ　農協有等導入

　農業協同組合、農業協同組合連合会及び公社が事業

実施主体となって、肉用繁殖雌牛の牛群を整備・増殖

する意欲を有する者に一定期間（育成牛５年、成牛３

年）貸し付けて適正に飼養管理させた後、その者に譲

渡する事業を実施した。

　�　高品質生乳生産牛群整備

　酪農経営の合理化及び高品質生乳の安定的生産等を

図るため、乳用牛群総合改良推進事業により能力の判

明した乳用牛群から生産された優良な乳用雌牛を、酪

農家に一定期間（３年間）貸し付けた後、その者に譲

渡する事業を実施した。

　なお、乳肉複合を促進する観点から家畜を導入する

酪農家は、貸し付けを受ける頭数以上の廃用牛の飼直

し肥育を行う計画を有し、その計画の達成が確実と見

込まれる者であるものとした。

　エ　大規模酪農能力検定システム定着化事業

　フリーストール・ミルキングパーラー方式等の大規

模経営に適した泌乳能力検定システムの普及定着化を

推進し、大規模経営における生産性向上を図るため、

泌乳能力検定システムをモデル的に整備するとともに、

大規模経営に適した泌乳能力検定システムに関する国

内外の情報収集、技術的検討、能力情報の活用に必要

な情報処理システム開発等を実施した。

　オ　自動搾乳システム実用化促進

　搾乳ロボットについて、実際の乳牛を用いた試験を
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重ねること等によりその実用化を推進し、酪農経営に

おける労働時間の短縮と生産性の向上を図るため、実

用化試験に必要な施設（搾乳ロボット及び関連施設）

化のための技術的検討、効果的に利用するための技術

の体系化、マニュアルの作成等を実施した。

　カ　大規模酪農繁殖ほ育システム定着化促進

　大規模経営におけるほ育労働の省力化を図るための

ほ育ロボットの普及・定着化及び大規模経営に適した

繁殖管理技術の定着化を図るため、次の事業を実施し

た。

　�　自動ほ育システム定着化

　ほ乳ロボットを活用した新たなほ育・育成技術につ

いて技術的検討を行うのに必要な施設を整備し、地域

の状況にあった利用法等の普及推進のための技術的検

討及び事例調査を行い、マニュアル作成等を行った。

　�　大規模酪農繁殖管理技術普及

　地域の獣医師、家畜人工授精師等からなる指導チー

ムによる農家指導、繁殖関連新技術の普及推進、事例

調査、技術的検討マニュアル作成等を行った。

　キ　リキッドフィーディング実用化

　リキッドフィーディングによる飼料給与技術を実用

化し、普及を図るため、技術的検討を行うのに必要な

機械・器具を整備し、技術的検討、国内の実態調査等

を行った。

３　資源循環型畜産確立対策

�　資源循環型畜産確立対策事業

　ア　条件整備

　�　家畜排せつ物と地域の有機性資源の一体的な効

率的処理と堆きゅう肥の流通を促進するための基幹堆

肥化施設及び予備調整施設からなる広域畜産リサイク

ルセンターの整備を行った。１２年度は、４地区で実施

した。

　�　地域内で家畜排せつ物の適切な処理及び耕種経

営との連携による合理的な家畜排せつ物処理利用を推

進するための家畜排せつ物処理利用施設機械等の整備

を行った。１２年度は１５６地区で実施した。

　�　畜産が核となって地域の有機性資源を受け入れ、

家畜排せつ物と合わせて処理するために必要な原料受

入施設、前処理施設、木材くず等の敷料化施設等の整

備及びこれら施設等の整備と併せて既存の堆肥化施設

の補改修を行った。１２年度は、３地区で実施した。

　�　堆きゅう肥を敷料等として再利用するシステム、

浄化処理水を畜舎洗浄水として再利用するシステム、

悪臭防止型家畜飼養管理施設等の整備を行った。１２年

度は、２地区で実施した。

　�　家畜排せつ物のエネルギー利用を推進するため

のメタン発酵施設、燃焼熱利用施設、固形燃料化施設

等の整備を行った。１２年度は、５地区で実施した。

　イ　事業推進

　�　家畜排せつ物処理利用施設の整備状況等の調査

の実施、家畜排せつ物法に基づく整備目標及び整備計

画の策定、苦情発生経営体における環境規制項目等の

検査・技術指導、堆きゅう肥需給マップの作成、利用

促進シンポジウムの開催を行った。　１２年度は、４７県

で実施した。

　�　有機性資源循環利用検討会議等を開催し、地域

の有機性資源に関する調査、地域の有機性資源の堆肥

化施設機械の設置計画等の検討、低環境負荷型畜産シ

ステムの検討、家畜排せつ物処理施設の施設整備計画

の策定、地域住民への事業説明会の開催を行った。１２

年度は、１１７市町村で実施した。

　�　地域における堆きゅう肥の流通・利用の促進を

図るため、堆きゅう肥需給動向調査、ホームページ等

での生産・流通情報の提供、堆きゅう肥生産技術共励

会の開催、堆きゅう肥投入効果の実証展示、堆きゅう

肥の成分分析・成分表示を行った。１２年度は、３７市町

村で実施した。

　�　家畜排せつ物処理技術実用化調査委員会を開催

し、成分調整等堆肥化処理技術、浄化処理技術、脱臭

処理技術、バイオ・新素材利用技術等の実証調査及び

飼料作物等への適切な堆きゅう肥の施用基準の策定等

に係る実証調査等を行った。

　１２年度は、２１県で実施した。

４　経営効率化機械緊急整備対策

�　経営効率化機械緊急リース事業

　ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施に伴う一層の

国際化に対応して、畜産の生産性の向上及び経営体質

の強化を図るため、近代的、省力的な飼養管理関連機

器のリースによる導入について助成を行い、又は先進

的な機械を導入する上で必要となる施設を一体的に

リースする事業をモデル的に実施するため、１２年度は

国庫補助金額２億８，３３３万円を基金造成した。

５　畜産経営関係主要資金の融通

�　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、平成１０年

度においては、畜産関係で２３５億円（利子補給承認ベー

ス）が融資された。
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　これは農業近代化資金融資額の１５．２％を占めており、

９年度の融資額２５６億円に比べて２１億円減少した。

　この内訳をみると、畜舎等の施設に対する融資額は

１８億９，８００万円減少して７９億８，６００万円に、農機具等に

対する融資額は１億３，０００万円減少して１９億８，６００万円

に、家畜の購入についての融資額は１６億８，５００万円増

加して１２９億１００万円に、家畜の育成についての融資額

は１７億３，０００万円減少して５億８，９００万円であった。

�　畜産経営環境調和推進資金

　１１年度に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進に関する法律」が制定され、畜産経営環境調和推

進資金が創設された。

　本資金は、旧来の畜産経営環境保全資金の内容に共

同利用施設の設置に対する融資が加わる等拡充された

かたちとなっている。なお、これに伴い、畜産環境保

全資金は廃止された。

　１２年度の融資実績は１３件、１７億２，０００万円であり、そ

の内訳は、処理高度化計画１５億７，３００万円、共同利用１

億４，７００万円であった。

�　農業経営基盤強化資金

（スーパーＬ資金）

　６年度に創設された本資金は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

展開を図るのに必要な資金の融通を行った。

　１２年度の畜産関係融資実績は、１，０７９件３３２億円で、

前年度に比べると５８億円増加した。

　また、畜産関係融資は融資額全体の５７．１％を占め、

その内訳は、酪農２３．５％、肉用牛５．７％、養豚１０．９％、

養鶏１４．５％であった。

�　農業改良資金

　３１年度の農業改良資金制度発足以来、技術導入資金

は、農業者が自立的に、能率的な農業技術を導入する

うえで重要な役割を果している。その後、本制度の充

実・強化が図られてきたが、特に６０年度には、能率的

な技術とともに合理的な生産方式の導入及び促進を図

るため、従来の技術導入資金を生産方式改善資金に改

編し、新たに畜産振興資金等の資金種目を新設するな

どの措置が講じられた。また６１、元、４、７年度には、

畜産振興資金が拡充されるなどの資金内容の充実が図

られた。

　このうち、畜産関係の概要は次のとおりである。

　ア　生産環境改善資金

　本資金は、農業生産に伴う生産環境の悪化を防止す

るための技術を導入するために必要な施設、機械又は

資材を購入し、又は設置するのに要する資金を貸付け

るもので、畜産関係（畜舎内衛生管理技術、家畜排せ

つ物処理技術）の１１年度貸付実績は６，４００万円であった。

　イ　畜産振興資金

　本資金は、酪農及び肉用牛生産の振興・合理化を推

進するため、５９年度に畜産振興資金供給事業として発

足し、６０年度には、合理的な農業の生産方式の導入を

図るための資金（生産方式改善資金）として農業改良

資金制度に位置付けられた。

　６１年度には、低廉な牛肉に対する需要の増大に応え

た肉用牛生産の改善を促進するため、繁殖牛の購入・

育成費を、元年度には、牛肉の自由化等我が国農業の

国際化の進展を踏まえ、酪農関係施設・機械の購入・

設置及び肥育素牛の購入・育成費を新たに貸付対象に

加えるとともに、貸付枠を２３０億円に拡大した。
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表２１　農業近代化資金融資実績
（単位：百万円）

１０年度９年度８年度７年度区　　　　分

畜 産 関 係

7,9869,8848,4987,510施 設 等

1,9862,1162,2842,914農 機 具 等

12,90111,2169,9889,337家 畜 購 入

9,9898,4878,1126,520（うち肥育素畜等）

5892,3194761,688家 畜 育 成

4422,2561961,585　（うち肥育牛）

0861250中核農家規模拡大等

23,46125,62221,36921,450小　　　　計

154,826139,140164,817176,217農業近代化資金総額

表２２　農業近代化資金による家畜購入等の内訳
（単位：百万円）

１０年度９年度８年度７年度区　　　　分

家畜導入資金

2,1131,5011,4061,568　乳牛　

4026786191　　　　豚　　

5359615604　乳牛以外の牛

140378455　馬，めん羊，山羊

2,7022,7291,8752,817　　　　計

特認資金（肥育素畜等）
9,9338,2548,0766,464　肥育牛

562414肥育豚

2102273242　　　　鶏

10,1998,4878,1126,520　　　　計

家畜育成資金

42302733　乳牛

682053　繁殖豚

373225317　繁殖用肉牛

4422,2561961,585　肥育牛

5892,3194761,688　　　　計



　また、４年度には、優良乳用牛の購入及び育成に要

する経費、７年度には、豚関係施設・機械及び種豚の

購入に要する経費を新たに貸付対象に加えた。

　１２年度の貸付枠は２２２億円で、具体的な内容は次の

とおりである。

　�　貸付対象者

　３人以上の大家畜経営者等による飼料自給度の向上、

飼養規模の拡大、飼養管理方法の改善を内容とする取

決めに基づく共同活動を行う者

　�　資金の内容

　ａ　飼料自給度の向上を図るために必要な資金

　�　飼料生産に係る施設・機械の購入・設置に必要

な資金

　�　排水改良、土壌改良その他作付条件の整備を行

うのに必要な資金

　ｂ　乳牛の飼養管理方式の改善を図るために必要な

資金

　�　酪農関係施設、機械の購入・設置資金

　�　乳牛を購入するために必要な資金

　�　乳牛を育成するために必要な資金

　ｃ　肉用牛の飼養規模の拡大又は飼養管理方法の改

善を図るために必要な資金

　�　肉用牛関係施設、機械の購入・設置に必要な資

金

　�　肉用牛を購入するために必要な資金

　�　肉用牛を育成するために必要な資金

　ｄ　豚の飼養管理方法の改善を図るために必要な資

金

　（a）　豚関係施設、機械の購入・設置に必要な資金

　（b）　種豚を購入するために必要な資金

　なお、１２年度の貸付実績は、２２億２，８３９万円となって

いる。

６　中央畜産技術研修

　国及び都道府県等の畜産技術者を対象とした中央畜

産技術研修会を中央畜産研修施設（福島県西白河郡西

郷村）において実施した。

　都道府県、市町村、地方農政局、畜産関係団体及び

家畜改良センター等の畜産関係職員を対象として畜産

に関する高度な知識を付与し、技術水準を高めるとと

もに、技術能力の増大と業務の効率化を促進すること

を目的に、技術職員の再訓練のための特別研修及び畜

産に関する高度な学理及び新技術を修得させることと

している。

　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軸講師として伝

達研修を行うことにより、新しい技術が速やかに末端

まで浸透するようにしている。

　１２年度は、新任畜産技術職員、畜産行政、管理者、

畜産統計処理（Ⅰ）（Ⅱ）、国際化対応、情報処理シス

テム開発、草地整備、畜産会計、畜産経営診断、畜産

施設・機械、肉用牛、畜産環境保全（Ⅰ）、（Ⅱ）、飼料、

畜産経済、酪農、畜産新技術、養鶏、養豚、畜産物の

安全性の各部門（２１講座）について短期研修（各３～

１２日間延べ１０８日）を実施し、合計７２０名が受講した。

７　そ　　の　　他

�　認可団体畜産活性化総合対策推進指導事業

　ア　農協営農指導普及啓発推進

　農協系統団体が行う畜産物の生産合理化等に関する

営農指導活動の普及・啓発について一層の推進を図る

ため、農協営農指導方式の改善及び拡充、畜産物の生

産合理化を図る重点施策のキャンペーン、畜産経営の

改善向上を促進する農協事業等の優良事例の紹介、農

協系統に対する巡回指導を行う事業である。

　１１年度は、これに要した経費について事業主体であ

る全国農業協同組合中央会に対し国庫補助金額２１７万

円を助成した。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１３節　自給飼料対策

１　総　　　　　説

　ＷＴＯ協定実施に伴う国際化の一層の進展、最近に

おける畜産物の需給及び価格の動向、畜産経営の動向

等我が国の畜産をめぐる諸情勢の変化に対処して、飼

料基盤に立脚した大家畜畜産経営を育成するため、農

家の自主的な創意工夫を活かしつつ、自給飼料生産コ

ストの引き下げ、飼料自給率の向上及び畜産環境の総

合的整備を推進することを基本として、１２年度におい

ても、引き続き、草地畜産基盤整備事業、畜産基盤再

編総合整備事業、畜産環境総合整備事業等の畜産公共

事業を畜産振興総合対策と併せて総合的に実施した。

　新たに、家畜排せつ物処理施設のみの整備ができる

要件の設定、家畜排せつ物処理機械施設の整備に係る

補助率が特例となる地域の拡大等を行った。

　また、日本型放牧技術を取り入れた実践的なモデル

経営の育成、大規模に転作田等を活用した飼料生産シ

ステムの確立、水田の飼料基盤としての高度利用を推

進するための実証調査、地域に適した優良品種の選

定・普及を促進する体制の整備等を行った。
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　このほか、引き続き、畜産振興資金について飼料自

給率の向上を図るために必要な資金の貸付けを行うと

ともに、優良種子の安定的な供給確保を図るため家畜

改良センターにおいて飼料作物種子供給確保対策を実

施した。

２　草地開発整備対策

�　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。（９，３５０万円）

　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、検討等を行うこととし、こ

れに必要な調査を実施した。（５，７００万円）

　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検討を６地区で実施し

た。（８，０００万円）

　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７地区

で実施した。（１億２，０００万円）

　オ　草地基盤再編整備基本調査

　土地利用の集積・団地化を通じた草地等飼料生産基

盤の拡大と再編整備を推進するため、基本構想の策定

等を行う調査を６地区で実施した。（９，０００万円）

　カ　中山間地域活性化畜産基盤整備調査

　畜産振興を核とした中山間地域の活性化を図るため、

畜産と他分野との連携・協調による畜産基盤の整備と

生活環境の改善を一体的に推進する構想を策定し、畜

産基盤の多面的な機能の活用の可能性、手法、対策等

についての調査を２地区で実施した。（４，０００万円）

　キ　草地開発基本調査（補助調査）

　草地開発等の適地を選定するため、草地の造成改良

可能面積が１０ha（沖縄５ ha）以上存在すると認められ

る地域において、都道府県が草地の開発、利用の方式

を明らかにする草地利用方式調査及び土壌の理化学的

諸性質、植生等を明らかにする土壌調査を２地区（国

庫補助金１，０００万円（補助率５０％以内））で実施した。

　ク　団体営草地開発整備調査（補助調査）

　沖縄県において、団体営草地開発整備事業を実施し

ようとする者の申請に基づき県が開発利用方式を検討

して、事業及び資金計画等の策定を行う調査を２地区

（国庫補助金２００万円（補助率５０％以内））で実施した。

　ケ　公共牧場開発整備基礎調査（補助調査）

　公共牧場の建設が周辺環境におよぼす影響等の事前

調査（設置基礎調査）及び既存牧場の有効利用を図る

ための対策調査（再編整備調査）を実施し、適切な開

発方式と牧場間の機能分担方式等による再編整備につ

いての検討を２地区（国庫補助金１，０００万円（補助率

５０％以内））で実施した。

　コ　草地整備改良事業調査（補助調査）

　　飼料基盤等の土地利用集積の促進、大型機械によ

る効率的な作業が可能な基盤の整備等による粗飼料の

低コスト生産を推進するため、飼料基盤の整備に係る

基礎調査、農地流動化に関する農家の意向調査及び事

業構想の策定等を６地区（国庫補助金３，０００万円（補助

率５０％以内））で実施した。

　サ　畜産経営環境整備基礎調査（補助調査）

　将来にわたり畜産主産地としての発展が期待される

地域において、畜産経営環境整備事業の指針とするた

め、畜産経営の概況、家畜排せつ物の処理状況等を、

特に家畜排せつ物の土壌還元による環境汚染の防止と

土地生産力の維持増強を推進する観点からの調査を５

地区（国庫補助金２，５００万円（補助率５０％以内））で実

施した。

�　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１３７地区で実施した。（国庫補助金９３億

５，５９０万円）

　ア　道営草地整備改良事業

　北海道において、草地管理利用機械の大型化に対応

して草地畜産経営の合理化及び生産性の向上を図るた

め、既存の草地の整備改良と、これに関連する草地の

造成改良及びこれら草地に附帯する施設の整備を一体

的に実施した。

　�　事業の規模

　事業完了後の受益面積が５００ha（中山間地域にあっ

ては２５０ha）以上（このうち、飼料生産基盤として一

体的に利用される輪作畑については、その面積の１／

３を受益面積として算定することができる（ただし、

受益面積の２０％以内））
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　�　補助率５０％

　イ　都道府県営公共牧場整備事業

　公共牧場の利用の高度化を図るため、集約草地への

転換等牧場の整備を総合的に実施した。

　�　事業の規模

　ａ　既存草地面積が１００ha（北海道２５０ha）以上、た

だし、中山間地域（北海道除く）５０ha 以上

　ｂ　造成改良又は整備改良される草地面積３０ha（北

海道１００ha）以上、ただし、中山間地域（北海道除く）

１５ha 以上

　ｃ　完成年度から起算して５年以上経過していること

　ｄ　都府県の場合は、複数の市町村を対象として公

共牧場の整備利用計画が樹立されていること

　�　補助率

　内　地　　５０％、１／３

　北海道　　５２％、５０％、１／３

　ウ　担い手育成草地整備改良事業及び担い手育成草

地流動化促進事業

　担い手農家への土地基盤の集積、大型機械の効率的

な作業が可能な飼料基盤等を整備する事業を実施する

とともに、当該事業の農家負担分について無利子資金

の貸付け、及びほ場の連担化や長期の利用権等設定の

促進等を行った。

　�　担い手育成草地整備改良事業

　ａ　事業の規模　

　次のすべての要件を満たすこと

　�　活性化計画の策定等により地域の基盤集積への

取組み等が明らかであること

　�　担い手農家への土地利用の集積（作業委託を含

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。ただし、その土地利用集積の増加率

が２０％以上となること。

　�　事業完了後の受益面積が３０ha（北海道２００ha）

以上であること

　ｂ　補助率　５０％

　�　担い手育成草地流動化促進事業のうち担い手育

成草地集積事業

　ａ　貸付額　対象事業費の１０％相当以内

　ｂ　償還期間　２５年（うち据置１０年）以内

　ｃ　貸付利率　無利子

　�　担い手育成草地流動化促進事業のうち高生産性

草地流動化事業　

　ａ　事業の規模

　（a）　対象事業を実施する区域を含む地区であって、

草地面積が４５ha（北海道３００ha）以上であること

　（b）　地区面積に対し対象事業を実施する区域の面

積が過半を占めていること

　ｂ　補助率　５０％

エ　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

単位とした土地利用体系に再編整備し、畜産的活用の

促進等効率的な営農体系の構築を行った。

　�　事業の規模

・対象地域要件：次の全てを満たすこと

①中山間地域関係５法（山振法、過疎法、半島法、離

島法、特定農産山村法）指定地域であること

②酪肉近代化計画策定市町村であること

③家畜飼養頭数（豚換算）１，０００頭以上

④次のいずれかを満たすこと

　ａ　林野率が７５％以上

　ｂ　畑の面積のうち勾配１５度以上の面積が１／２以

上

　ｃ　田の面積のうち勾配１／２０以上の面積が１／２

以上

・実施地区要件：次のすべてを満たすこと

①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

②草地、林地等の受益面積が３０ha（林野率が高い地域

等あっては１５ha）以上

③受益面積のうち既耕地等の整備面積が１／２以上

　補助率　５５％、５０％

　オ　団体営草地開発整備事業

　畜産経営の合理化を図るため、地方公共団体等が草

地の造成改良、草地及び飼料畑の整備改良、草地保全

整備、野草資源及び放牧林地の有効利用を図るための

施設整備等を一体的に実施した。

　�　事業の規模

　次のいずれかを満たすこと

ａ　草地又は飼料畑の造成改良面積がおおむね１０ha

　　（小規模特定地５ ha）以上

ｂ　草地又は飼料畑の飼料基盤としての整備改良面積

　　がおおむね１０ha（小規模特定地５ ha）以上

ｃ　野草地受益面積がおおむね２０ha 以上又は放牧林

　　地受益面積がおおむね１００ha（肉用牛地区５０ha　

　以上）

ｄ　草地、飼料畑又は野草地の保全整備受益面積が草

　　地及び飼料畑にあってはおおむね１０ha（小規模　

　特定地５ ha）以上、野草地にあっては２０ha 以上

ｅ　造成改良又は整備改良される草地（飼料畑及び野

　　草地を含む）の面積がおおむね１０ha 以上若しく　

　は放牧用道路又は放牧用用水施設に係る受益面積　

　がおおむね２０ha 以上（公共牧場に限る）
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ｆ　事業の内容が国営草地開発又は都道府県営草地開

　　発計画に基づくものであること

　�　補助率

　　内　地　　５０％、４５％、４０％、１／３

　　北海道　　５５％、５０％、４５％、１／３

　　離島・沖縄・奄美　　５０％、４５％、１／３

　カ　農業公社牧場設置事業

　畜産適地において、高能率な畜産経営の展開を図る

ため、農業公社が用地を確保して高能率の牧場を建設

整備し、これを熱意ある農家等に対し譲渡又は貸付を

行った。

　�　事業の規模

　ａ　次のいずれかを満たすこと

　（a）　草地造成改良面積が１０ha（小規模特定地５ ha）

以上

　�　造成改良及び整備改良面積の合計が１５ha（小規

模特定地７．５ha）以上

　ｂ　事業参加者数５人以上（特に必要と認める場合

　にあっては３人以上）

　�　補助率

　　内　地　　５０％、４５％、４０％、１／３

　　北海道　　５０％、４５％、１／３

　　離島・沖縄・奄美　　５０％、１／３

�　畜産基盤再編総合整備事業

　飼料基盤に立脚した効率的な経営体を重点的に育成

するとともに、これを核とした畜産主産地の再編整備

を図るため、担い手への草地の集積等を図りつつ、草

地整備改良等の基本施設整備、農業用施設整備等を８１

地区（国庫補助金１２１億４，８００万円）で総合的に実施し

た。

　ア　事業の規模

　　�及び�の要件を満たし、かつ、�又は�のいず

れかの要件を満たすこと

　�　畜産主産地として地域的なまとまりがあり、効

率的な出荷体制が整っていること

　�　事業参加者が１０人（中山間地域５人）以上、か

つ、家畜飼養頭数（豚換算）２，０００頭（中山間地域１，０００

頭）以上の地区であって、農業経営基盤強化促進基本

構想に定める農業経営の指標に合致する経営体等が地

区の畜産生産の１／２以上を占めること

　�　草地の造成改良、又は整備改良面積が３０ha以上、

うち離農跡地等の集積又は経営移転に係る合計面積が

１５ha 以上あること

　�　中山間地域で畜産生産を主体とした活性化構想

が樹立されている地域であって、草地の造成改良又は

整備改良面積が１５ha以上で、地域活性化に資する施設

の設置を伴うこと

　イ　補助率

　　内地、北海道　　５０％

　　沖縄、奄　美　　２／３、５０％

�　畜産環境総合整備事業

　将来にわたり畜産主産地としての発展が期待される

地域において、総合的な畜産経営の環境整備を行い、

家畜排せつ物等の地域資源のリサイクルシステムを構

築することにより、畜産経営に起因する環境汚染の防

止と畜産経営の合理化に資するとともに、当該地域に

賦存する草地等緑資源の多面的機能を活用し、地域住

民等の保健保養の増進、都市住民との交流拠点の整備

等を図り、もって地域畜産の持続的発展と生活環境の

改善及び地域社会の活性化を図ることを推進するため、

資源リサイクル畜産環境整備事業６４地区（国庫補助金

７３億２，０００万円）及び地域活性化環境整備事業２３地区

（１８億７，６００万円）を実施した。

　ア　資源リサイクル畜産環境整備事業

　「家畜排せつ物法」に即した家畜排せつ物処理施設の

整備、堆肥の還元用草地及び周辺環境の整備等の一層

の促進による畜産環境問題の解決に加え、家畜排せつ

物と生ゴミ、食品加工残さ等地域に賦存する有機性資

源の堆肥化、飼料化、エネルギー利用等による地域資

源循環利用を推進し、畜産を核とした資源リサイクル

システムの構築に資する総合的な対策を実施した。

　ａ　事業の規模　

　�　将来にわたり畜産主産地としての発展が見込ま

れる地域であって、畜産経営の発展と地域住民の生活

環境の保全を図るため、環境汚染防止対策及び生活環

境改善対策を緊急に実施する必要があること。

　�　事業の実施計画が、家畜排せつ物の管理の適正

化及び利用の促進に関する法律（平成１１年法律第１１２

号）第８条の規定に基づき都道府県が定める家畜排せ

つ物の利用の促進を図るための計画に即したものであ

ること。

　�　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（畜産局長が別に定める環

境負荷脆弱地域の場合又は事業主体が市町村、農業協

同組合、農業協同組合連合会、市町村に係る事業指定

法の場合にあっては、おおむね１，０００頭）以上であるこ

と。

　�　事業参加資格者のうち養畜の業務を営む者（農

業生産法人又はこれに準ずる法人にあっては、その構

成員。以下同じ。）が原則として１０人（畜産局長が別に

定める環境負荷脆弱地域の場合又は事業主体が市町村、

農業協同組合、農業協同組合連合会、市町村に係る事
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業指定法人の場合にあっては、５人（農業生産法人又

はこれに準ずる法人で共同経営の実態を有するものに

あっては１法人））以上であること。

　�　この事業により実施する基盤整備費及び施設整

備費に係る受益面積が、畜産局長が別に定める環境負

荷脆弱地域において事業を実施する場合を除き、おお

むね３０ha（ただし、事業主体が市町村、農業協同組合、

農業協同組合連合会、市町村に係る事業指定法人の場

合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、おおむね１０ha）

以上であること。

　�　この事業において整備される施設の管理が適正

に行われるものと見込まれること。

　ｂ　補助率

　　内地、北海道　１／３、５０％、５５％

　　沖縄　　　　　１／３、６０％、５０％、７５％

　イ　地域活性化環境整備事業

　�　草地畜産活性化特別対策事業

　中山間地域の草地畜産の持続的発展を図るため、畜

産を中心とした地域活性化に意欲のある地域を対象に、

草地景観を活用した都市住民との交流拠点等の整備を

するため、草地基盤の整備と生活環境の改善等を一体

的に実施した。

　ａ　事業の規模

　�　この事業により造成整備される草地面積がおお

むね３０ha（北海道にあっては、おおむね１００ha）以上

であること。

　�　事業実施地区における事業完了後の草地面積が

おおむね１００ha（北海道にあっては、おおむね３００ha 以

上見込まれる地域であること。

　�　事業実施地区における家畜飼養頭羽数が肥育豚

換算頭数でおおむね２，０００頭以上であること。

　�　この事業により整備される施設の管理が適正に

行われるものと見込まれること。

　�　公共牧場機能強化事業

　　　　略

　ａ　事業の規模

　�　草地面積がおおむね３０ha（北海道にあっては、

おおむね５０ha）以上であること。

　�　当該事業によって造成改良又は整備改良される

草地の面積がおおむね１０ha 以上であること。

　�　都道府県知事が定める「公共牧場利用促進計画」

に適合すること。

　�　当該牧場の所在する市町村の区域内において、

原則として、当該牧場以外に本事業の実施牧場が存し

ないこと。

　�　当該牧場への来場者の増加に伴う生産機能への

支障が、現に生じ、又は将来生ずるおそれのあること。

　ｂ　補助率

　　内　地　　５０％、４５％、４０％、１／３

　　北海道　　５０％、４５％、１／３

　　

３　飼料作物生産振興対策

　「飼料増産推進計画」の達成に向け、関係者一体と

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、畜産振興総合対策におい

て、次の事業を実施した。

�　条件整備推進型

　「飼料増産推進計画」達成のため、

　①　都道府県及び市町村段階等における「飼料増産

推進計画」策定、飼料増産戦略会議の開催、現地指導

等の実施

　②　転作田、水田裏、畑等の農地利用集積、耕作放

棄地等の活用による飼料作物の作付拡大の促進

　③　飼料生産の組織化・外部化、流通粗飼料及びＴ

ＭＲの生産・供給システムの確立

　④　稲わら・堆肥の交換等耕畜連携による地域複合

化及び新たな有畜複合経営の創出を通じた資源循環型

の地域営農システムの確立

　⑤　実践的な日本型放牧モデル経営の育成、谷を単

位とした農林地の一体的利用等による低コスト放牧地

の拡大、公共牧場の活用等を通じた日本型放牧の普及

定着

　⑥　飼料生産利用に係る新技術等の確立・普及、地

域における優良品種の普及促進

等の推進並びにこれらの飼料増産に向けた取組に必要

な作付条件、機械施設の整備を実施（国庫補助金１，２８８

百万円）した。

（なお、機械施設の整備については、認定農業者等に

おける初期投資等の負担を軽減するためのリース事業

を含む。）

�　技術実証促進型

　地域の実情に応じた自主的かつ多様な飼料増産への

取組を支援するため、飼料増産に意欲的に取り組む先

導的な営農集団等が、市町村等の委託を受けて行う、

単収の向上、土地利用の高度化等の技術・営農実証を

実施（国庫補助金２２７百万円）した。

４　飼料作物種子対策
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�　飼料作物海外採種適地等調査

　飼料作物種子の安定供給を図るため、牧草類の新た

な海外契約採種地の探索、採種調査等を中央畜産会に

委託して行った（１８４万円）。

�　飼料作物流通種子検査

　　家畜改良センターにおいて、種苗法に基づく飼料

作物流通種子の表示等の検査を行った（５８９万円）。

�　飼料作物の原種種子生産

　我が国で育成された品種の原種種子供給を行うため、

家畜改良センターにおいて、増殖用原種子の生産、供

給を行った。また、OECD種子品種証明制度に基づく

海外契約採種用原種種子の品種証明を行った（１億

２，５８８万円）。

第１４節　流通飼料対策

１　飼料の需給及び価格の安定

�　１２年度の飼料需給の動向

　ア　飼料の総合需給

　１２年度の飼料の総合需給規模は、可消化養分総量

（ＴＤＮ）で前年度をわずかに下回る２，５７９万トン

（０．８％減）と見込まれる。その内訳は、粗飼料が５６５

万トン、濃厚飼料が２，０１４万トン（実量２，７７６万トン）

である。

　濃厚飼料のうち輸入によるものは１，４０１万トン（実量

１，８２３万トン）、国内産濃厚飼料は６１３万トン（実量９５４

万トン）と見込まれる。

　イ　飼料穀物の国際需給

　２０００／０１年度の世界の粗粒穀物生産量は、米国、Ｅ

Ｕ等で生産量の増加が見込まれるものの、主要生産国

である中国等で生産量が減少することから、世界全体

では、前年度を下回る８億５，７１０万トンの見通しであ

る。

　また、消費量は、前年度を下回り生産量を上回る８

億７，４２０万トンの見通しである。期末在庫量は、１億

９，２６０万トン（在庫率２２．０％）の見通しである。

　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、９９年４月以降、米国の作付面積が減少し

たものの、５月以降、作付、育成が順調に進展したこ

とから、相場は弱含みで推移し、７月上旬には１８０セン

ト／ブッシェル前後まで落下した。その後小雨による

干ばつ懸念から一時上昇に転じたものの、作物への影

響が軽微であったことから落下し、９月以降、収穫が

順調に進展するにつれて軟調に推移した。さらに１１月

のＵＳＤＡの需給報告で生産量が上方修正されたこと

から落下し、１１月から１２月にかけて、２００セント／ブッ

シェルを下回る水準で推移した。

　２０００年に入り米国の生産量が下方修正されたことや

南米の乾燥懸念から上昇に転じ、３月上旬には、米国

の２０００年産の作付け時期における土壌水分の不足、生

育期における高温乾燥懸念から２４０セント／ブッシェ

ルを超える水準まで上昇した。その後、降雨予想等を

受け上下をを繰り返したものの、作付けの記録的な早

さや６月以降の受粉期における十分な降雨等から下落

に転じ、７月には１８０セント／ブッシェルを下回る水

準まで下落したが、秋以降南部をはじめとして生育期

における高温の影響等から徐助々に上昇し、年末には

２２０セント／ブッシェルを超える水準に達した。２００１

年に入って、ＵＳＤＡの需給報告における需給量の下

方修正えお繰り返しながら下落傾向で推移している。

　エ　配合飼料の需給及び価格の動向

　近年、家畜の飼養頭羽数は、横這いないしは減少傾

向で推移している。配・混合飼料の生産量も、昭和６３

年度をピークに横這いないしは減少傾向で推移してお

り、１２年度は前年度をわずかに下回る２，４００万トンと

なった。この内訳をみると、配合飼料は前年度比

１．５％減の２，３２３万トン、混合飼料は前年度比３．４％

減の７７万トンとなった。

　１２年度の配合飼料価格については、円安等の影響か

ら飼料穀物価格の上昇により１２年４月以降配合飼料価

格は上昇基調にある。

表２３　主要飼料原料の輸入価格

（単位：円／ t）

　　品　　名　　　１０年度　 　　１１年度　　　 １２年度

　とうもろこし　　１５，６５７　　 　１２，５０４　　 　１２，８３７

　こうりゃん　　　１４，５６６　 　　１２，１１３　　　 １２，３１４

　大豆油かす　　　２６，１８６　　　 ２０，７６５　　 　２５，８６９

　魚粉　　　　　　９８，５８２　　 　６４，３０５　　 　５７，２７１

　資料：通関統計

表２４　配・混合飼料の用途別生産量

（単位：千 t）

　　用　　途　　　１０年度　　 　１１年度　　　 １２年度

　採卵鶏用　　　 　７，０２２　　　　７，０２５　　　　６，９８８

　ブロイラー用　 　３，５２３　　　　３，５１７　　　　３，４２８

　養豚用　　　　　 ６，４８２　　　　６，３６５　　　　６，１７０

　乳牛用　　　　 　３，３８２　　　　３，４０２　　　　３，３６５

　肉牛用　　　 　　３，９６４　　　　３，９３４　　　　３，８８９

　その他　　　　　 　１４２　　　　　１４９　　　　　１６０

　　計　　　　　　２４，５１６　　 　２４，３９２　　　 ２４，００１ 
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�　飼料穀物備蓄対策

　我が国は飼料原料の太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が飼料穀物（とうもろこし・

こうりゃん）の備蓄を行うのに要する費用を助成する

ほか備蓄用サイロの建設資金について利子補給を行っ

ている。（１２年度　６３億２，９００万円）

　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、国自らが実施している。ただし、

１０年度よりミニマム・アクセス米の一部について飼料

用備蓄等として取り扱い、大麦備蓄を２１万 tに縮減し

ている。

�　配合飼料価格安定対策

　配合飼料価格の上昇は、飼料費が畜産物生産費の大

きな部分を占めていることもあって畜産経営に大きな

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

を設け、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

る部分を限度にその価格差を補てんする制度であり、

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その価格差を補てんする制

度である。

　１２年度には、異常補てん原資の積増しのため、２８億

円の国庫助成を行った。

�　飼料需給安定法の運用

　ア　１２年度飼料需給計画

　飼料需給安定法に基づき政府が行う１２年度における

輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しは、表１３の飼料需

給計画によることとした。この計画は、１２年度におけ

る飼料総需要量及び供給量の推算に基づき、国が取り

扱っている麦類を対象として、飼料の需給の安定に必

要な数量を予定したものである。 

表２５　１２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　　　１５７　　 １，０２２　　 １，０００　　 　１７９

　大　麦　　　４０７　　 １，５７６　　 １，６００　 　　３８３

（うち備蓄）　（２１０）　　　（０）　　 　（０）　　 　（２１０）

　　計　　　　５６４　 　２，５９８　 　２，６００　　 　５６２

　なお、この飼料需給計画は、１２年３月に開催された

第３５回畜産振興審議会（飼料部会）に農林水産大臣が

諮問し、同審議会の答申を受けた上で決定したもので

ある。

　イ　１２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１２年度に実施した

輸入飼料の需給実績は、表１４のとおりである。

表２６　１２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　　 １７７　　　　６４５　 　　６３９　 　　１８３

　大　麦　　 ４６９　　　１，３６３　　 １，３５９　　 　４７３

（うち備蓄）　（２０９）　　　（０）　 　　（０）　　 　（２０９）

　　計　　　 ６４９　　　２，００８　　 １，９９８　　 　６５６

�　そ　　の　　他

　平成１０年５月の「新たな麦政策大綱」の決定に基づ

き、飼料用麦の輸入について、国家貿易の枠内におい

て、輸入方法の弾力化や多様化等を図り、個別の需要

にきめ細かく対応した品質・価格での供給を可能とす

るため、１１年度から飼料用輸入麦の同時契約（ＳＢＳ）

方式を導入し、１２年度においては、飼料用小麦５３千ト

ン、飼料用大麦６００千トンが契約された。今後、実施状

況等を見極めつつ、対象数量を設定することとしてい

る。

２　飼料の安全性の確保及び品質の改善

�　飼料の安全性の確保

　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、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、飼料又は飼料添加物の基準・規格を設定

している。

　１２年度は、飼料添加物４品目の基準・規格の設定等

を行い、１品目の基準・規格の削除を行った。
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　また、同法に基づき特定添加物（抗生物質）の検定

を肥飼料検査所で行った（１２年度検定４４３件合格）。

�　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１２年度の検定は１１県及び４指

定検定機関において、配合飼料１６９銘柄、二種混合飼料

１銘柄、フィッシュソリュブル吸着飼料６銘柄及び魚

粉１０銘柄に関して実施された。

�　飼料及び飼料添加物の検査

　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、国及び都道府県の飼料検査機関が飼

料及び飼料添加物の検査を実施した。

　１２年度における検査状況は、表１５のとおりである。

表２７　１１年度飼料等検査状況

　　　　　　　　　  　国　　　  　県　　　　　合計

　立入検査回数　　　　６１１　　　 　７３５　　 　　１，３４６

　現地指導件数　　　　１０３　　　　　４１　　　　 　１４４

　収去件数　　　　　１，８５９　　 　１，５５５　　 　　３，４１４

　飼　　　料　　　　１，６４４　　 　１，５５５　　　 　３，１９９

　飼料添加物　　　　　２１５　　　　 　０　　　 　　２１５

収去品の試験結果

　正常件数　　　　　１，８３９　　 　１，５４５　　　　 ３，３８４

　　飼　　　料　　　１，６２５　　 　１，５４５　　　 　３，１７０

　　飼料添加物　　　　２１４　　　　 　０　　　 　　２１４

　違反件数　　　　 　　２０　　　　　１０　　　　　　３０

　　飼　　　料　　　 　１９　　　　　１０　　　　　　２９

　　飼料添加物　　　　　１　　　　 　０　　　　　 　１

�　組換え体利用飼料の安全性の確保

　「組換え体利用飼料の安全性評価指針」（平成８年４

月１９日付け農林水産事務次官依命通達）に基づき、１２

年度は、組換え体利用飼料の開発業者等から申請の

あった除草剤耐性とうもろこし１件について、農業資

材審議会の答申を経て、農林水産大臣が当該指針に適

合していることの確認を行った（１２年度末現在大豆２

件、とうもろこし９件、なたね１３件、綿４件、てんさ

い１件計２９件を確認）。 

第１５節　家畜衛生対策

１　家　畜　防　疫

�　家畜伝染病予防事業の実施

　家畜伝染性予防法（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におけ

るまん延防止措置を計画的に実施した。平成１２年にお

いては、家畜伝染病では９２年ぶりに口蹄疫が発生した

ほか、前年並みの水準でのヨーネ病の摘発、９年ぶり

の炭疽の発生、ニューカッスル病の発生があった。届

出伝染病では、大規模な流行はなかったものの、主要

な伝染性疾病が継続的に発生している。

　平成１２年３月２５日に宮崎県の肥育牛飼養農家におい

て、９２年ぶりに口蹄疫の疑似患畜が確認され、最終的

に１道１県、４戸、患畜２２頭、疑似患畜７１８頭の発生と

なった。その後、９月２６日に国際獣疫事務所（ＯＩＥ）

の「口蹄疫その他疾病委員会」で、我が国の口蹄疫清

浄国への復帰が承認された。

　ブルセラ病は、平成７年に１頭が摘発されて以降の

発生はない。　結核病は、ここ数年散発的な発生（摘

発）となっており、２戸２頭の発生であった。

　ヨーネ病（牛）は　主要な発生（摘発）地域である

北海道での全戸検査が一巡し、発生農場の同居牛の自

主とう汰も進展したことから、発生数は前年を下回る

３１都道府県３９０戸７９８頭となっており、都府県での発生

が増加している。なお、めん羊では３戸６頭、山羊は

５戸７頭の発生となっている。

　炭疽は、９年ぶりに肉用繁殖牛飼養農家で１戸２頭

の発生があり、当該牛の焼却、同居牛等の緊急ワクチ

ン接種が実施された。

　ニューカッスル病については、平成１２年は２県で５

戸７，１１２頭の発生があり、最近の発生のほとんどは愛

玩鶏飼養場所となっている。

　届出伝染病の発生については、平成１０年秋から１１年

春にかけてアカバネ病及びアイノウイルス感染症によ

る異常産が流行したが、１２年はアカバネ病による８県

１４戸１４頭の発生に止まった。

　オーエスキー病は、関東の５県に５戸３２０頭の発生

があった。本病は、浸潤地域の拡大は防止されている

が、浸潤地域の一部では常在化の傾向にある。

　１２年度には、家畜の伝染性疾病の発生予防及び家畜

伝染病のまん延防止に要した家畜伝染病予防費として、

予備費使用分を含め１２億９，５８２万円を支出した。
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�　自衛防疫事業の推移

　畜産農家による家畜疾病の発生予防等を効果的に推

進することを目的に家畜畜産物衛生指導協会が実施し

ている自衛防疫強化対策事業において，予防接種事業

として、ニューカッスル病１億３，９０３万羽、鶏伝染性気

管支炎５，５２１万羽、牛流行性感冒（イバラキ病及び牛流

行熱）１８万頭、牛伝染性鼻気管炎７７万頭及びアカバネ

病７４万頭の予防注射を実施した。

　このほか異常乳の発生予防事業を実施するとともに

動物用医薬品の適正使用について農家を指導した。

　また、オーエスキー病の清浄化を図るため、６１年度

から行っているオーエスキー病清浄化対策事業を継続

して実施した。

　平成８年度から実施している豚コレラ撲滅対策事業

については、平成１２年１０月以降原則として全国的に同

ワクチンの接種を中止するとともに、防疫上の混乱の

回避するため、同ワクチンを家畜伝染病予防法第５０条

の規定により、その使用につき都道府県知事の許可を

要する動物用生物学的製剤として指定した。

２　輸出入検疫

　平成１２年における動物及び畜産物の輸出入検疫状況

を表１６に示した。輸出入検疫の概況は以下のとおりで

ある。

　牛、豚、馬等の主要動物の輸入頭数については、乳

用繁殖用牛、繁殖用豚、繁殖用馬、乗用馬が大幅に減

少したが、肥育用素牛、と場直行牛、肥育用素馬が大

幅に増加したため、対前年比１０７％と大幅に増加した。

初生ひなは対前年比９９％、犬は８６．８％であった。平成

１２年よりサル、猫、あらいぐま、きつね及びスカンク

の検疫が開始され、サル４，５０３頭、猫２，２３１頭、あらい

ぐま２頭、きつね６７頭、スカンク３０頭が輸入された。

　主要動物の輸出頭数はわずかに減少し、対前年比

９７％であった。犬の輸出は、対前年比１０４．７％であっ

た。また、猫１，２４７頭、あらいぐま４頭が輸出された。

　畜産物の輸入数量は、卵類、皮類、毛類は減少した

が、その他は増加傾向で推移し、全体の対前年比は

１１０％であった。

　畜産物の輸出数量は大幅に減少し、対前年比７２％で

あった。 

第４章　生　　産　　局－１７４－

表２８　１２年家畜伝染病発生状況
（頭、羽、群数）

計１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月３月２月１月

6100500000000性 脳 炎 （ 豚 ）

2000011000000炭 疸

0000000000000ブ ル セ ラ 病

2000101000000結 核 病

7615471112507484476358662557ヨ ー ネ 病

220000000220000口 蹄 疫

0000000000000ピ ロ プ ラ ズ マ 病

0000000000000ア ナ プ ラ ズ マ 病

0000000000000伝染性海綿状脳症

0000000000000馬 伝 染 性 貧 血

0000000000000豚 コ レ ラ

7,11200000007,02000092ニューカッスル病

303000000000000家禽サルモネラ感染症
1961601010328002611002腐 蛆 病

表２９　平成１２年の輸出入検疫数量（速報値）
（単位＝動物：頭羽，畜産物：ｔ）

輸　入輸　出

14,920－牛

431－豚

15－その他偶蹄類

4,873129馬

6,620100兎

923,755123,820初生ひな

11,1833,011犬

1,2472,231猫

42あらいぐま

－67きつね

－30スカンク

－4,503サル

423,00371,945指定外動物

159,877217骨類

2,425,8757,857肉類

86,923821臓器類

18,891152卵類

99,00140,900皮類

11,437214毛類

197,21952ミール類



３　獣　　医　　事

�　獣医療体制整備の推進

　獣医療需要の多様化、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都

道府県における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。

�　獣医師法第１６条の２に基づく臨床研修

　獣医師法第１６条の２に基づき、診療を業務とする獣

医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学

部若しくは学科の付属施設である飼育動物の診療施設

又は農林水産大臣の指定する診療施設において臨床研

修に努めることとされている。

�　第５２回獣医師国家試験

　第５２回獣医師国家試験は、平成１３年３月６日及び７

日の２日間、全国３試験地で行われ、受験者１，２２５名

中９９２名（８１．０％）が合格し、獣医師免許申請資格を得

た。

�　獣医事審議会

　獣医師法第２４条の規定により獣医事審議会が設置さ

れており、本審議会の総会、試験部会、免許部会及び

計画部会が開催され、①第５２回獣医師国家試験の実施、

②獣医師国家試験等の受験資格の認定、③獣医師法第

８条に基づく業務停止、④獣医療基本方針の見直し、

等について審議が行われた。

４　保健衛生

　１２年度末における家畜保健衛生所数は全国１８５か所

で、職員数は獣医師職員２，０８２名、事務系・その他職員

３５１名となっている。

�　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体制を強

化する事前対応型の防疫体制の構築が必要となってお

り、迅速かつ的確な検査・診断体制の整備が重要と

なっている。このため家畜検査の迅速化、高度な疫学

診断等に対応するための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、地域の家畜防疫

体制、監視体制の強化の促進を図った。

　ア　迅速診断対応機器

　問題となる疾病の検体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、豚コレラ迅速診断機器等

の設置を行った。平成１２年度は、４０県において酵素抗

体測定装置、微量成分分析機器等が設置された。

　イ　高度診断対応施設

　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遺伝子情報解

析診断機器、病理診断画像処理機器等の設置を行った。

平成１２年度は、２１県において遺伝子抽出装置、ＰＣＲ

検査機器等が設置された。

�　家畜衛生に関する各種指導等

　家畜の種類及び地域の実情に応じた総合的な家畜衛

生に関する各種指導を畜産農家等を対象として行うこ

とにより畜産の進展に即応した家畜衛生技術の浸透及

び定着を図るとともに、地域の実情に応じた家畜衛生

対策の実施に資するため、次の家畜衛生対策事業を家

畜保健衛生所が中心となって行ってきた。

　ア「監視・危機管理体制整備対策」については、家

畜衛生関連情報整備対策で家畜衛生に係る情報の収集

及び提供を効率的、円滑に推進するための体制を整備

するため、①地域、ブロック及び全国におけるシステ

ム普及検討会の開催、②モニター農家、モニター獣医

師を通じた家畜衛生の情報及び動物用医薬品の副作用

に関する情報の収集・分析等、③都道府県における防

疫マップの整備を、診断予防技術向上対策で伝染性疾

病の新たな診断方法、予防技術の確立のための調査・

検討を行った。また、この他まん延防止円滑化対策と

して地域の実情に応じた防疫体制の確立を図るため、

調整会議の開催及びブロック防疫演習の開催を、動物

用医薬品危機管理対策として医薬品の品質確保、薬剤

残留、薬剤耐性菌等に関する情報を収集することによ

り、医薬品の使用に起因する危害発生を防止するとと

もに、医薬品の有効性、安全性に反映させるために医

薬品の検査、使用実態調査を、自衛防疫・自主管理強

化対策として①豚コレラ撲滅対策、②牛の移動にとも

なうヨーネ病等撲滅対象疾病の侵入防止を図る撲滅対

象牛疾病侵入防止対策、③沖縄県におけるオウシマダ

ニの侵入防止のために監視体制の強化を図る沖縄牧野

ダニ侵入防止対策、④地域における家畜防疫の円滑な

推進に資するため、推進協議会の開催、印刷物等によ

る各種家畜衛生情報の広報による自衛防疫の推進がそ

れぞれ行われた。

　イ「生産性向上対策」については、畜産経営におけ

る生産性の向上のため損耗の原因となる対象疾病群を

牛、豚及び鶏について選定し、それぞれに対する生産

ガイドライン（疾病防除マニュアル）作成のための調

査及び検査を行った。

　ウ「畜産物安全性確保対策」については、生産現場

における畜産物の安全性確保のため①ＨＡＣＣＰ方式
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に基づく総合的な生産衛生管理対策の普及啓蒙により

地域における畜産物の生産衛生管理体制の整備を図る

ための生産衛生管理ガイドラインを作成する畜産物生

産衛生指導体制整備、②衛生的な鶏卵の生産体制を推

進するためのサルモネラ総合対策指針の検討のために

調査・検査を行う鶏卵衛生管理体制整備、③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検討する動

物由来感染症監視体制整備をそれぞれ行った。

�　第４１回全国家畜保健衛生業績発表会

　第４１回全国家畜保健衛生業績発表会は、１０月３日、

４日千代田区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、畜産局長賞２１題が選出され、賞状が授与さ

れた。

５　動　物　薬　事

�　動物用医薬品等製造（輸入販売）業許可及び

承認状況（平成１２年１月１日から１２月３１日）

　ア　薬事法第１２条第１項の規定に基づく製造業の許

可件数は、医薬品９件、医薬部外品１件及び医療用具

１９件であり、また、同法第２２条第１項の規定に基づく

輸入販売業の許可件数は、医薬品１１件、医薬部外品５

件及び医療用具５件であった。

　イ　同法第１４条第１項の規定に基づき承認された品

目数は、製造については医薬品５１品目、医薬部外品２１

品目及び医療用具１３品目であり、また、輸入について

は医薬品６４品目、医薬部外品６品目及び医療用具５品

目であった。

�　動物用医薬品の再評価

　薬事法第１４条の５（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、安全性等の面から現

在の学問水準に合わせ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

全品目について、通常５年ごとのスクリーニング作業

を行い、問題が問われる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１２年度に見直しの対象となる１２７成分について、平

成１３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。

�　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。

　薬事法第８３条の２第１項に基づき、使用規制の対象

医薬品の追加、使用対象動物の追加等を行うとともに、

食品衛生法に基づく動物医薬品等の残留基準の設定に

対応した使用基準の改正を行ってきている。

�　国家検定等の検査

・国家検定

　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１２年度の国家検定状況

　　生物学的製剤（受付件数７９５件）

　　合格 ����������������� ７９１件

　　不合格 ����������������� ２件

　　取り下げ ���������������� ２件

・収去検査

　薬事法第６９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１２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　

　　一般薬　　　　　　　８１件　　　　　　　４件

　　　抗生物質製剤　　　２７件　　　　　　　０件

　　　生物学的製剤　　　３件　　　　　　　０件

　　（体外診断薬）

・依頼検査

　動物医薬品検査所依頼試験検査規定に基づき平成１２

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　　　　３９９件

　　　不合格件数　　　　０件

�　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。１２年度は１２月１１日に開催

し、薬事法関係省令の改正等の説明、薬事監視指導上

の諸事項について協議検討を行った。

�　規制緩和の実施状況

　動物用医薬品等は畜産経営における重要な生産資材

であり、その価格低減の推進等を図る観点から、「規制

緩和推進計画」において決定された動物用医薬品に係

る許可関係２６項目、承認１９項目及び検定検査３項目の

計４８項目について平成９年度までに全ての措置を終了

した。さらに平成１１年度からは動物用医薬品に対する

規制は、国民生活の安全確保及び財産の保護に係る安

全規制であることに留意しつつ、承認不要品目の拡大、
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検査の合理化、動物用ワクチン等の輸入数量制限の廃

止について規制の見直しを順次行って来たところであ

る。

６　技　術　普　及

　家畜衛生講習会規程に基づく家畜衛生講習会は、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。１２年度は家畜衛生試験場の本・支場・七戸研究施

設、千葉県農業共済連で１１回開催され、延べ２８１名が受

講した。このうち都道府県職員２６９名、その他農林水

産省職員１２名となっている。各講習会の種類、回数及

び受講人数は表３０のとおりである。

表３０　１２年度家畜衛生講習会

　　種　類　　　　　回　数　　　受　講　人　員

　　　　　　　　　　　　　　県職員　　その他　　計

　基本講習会　　　　　 １　　　４６　　　　 ２　　　４８

　　総合講習会　　　　 １　　　４３　　　　 １　　　４４

　　特殊講習会　　　　 ９　 　１８０　　　　 ９　　 １８９

　　　鶏　疾　病　　　 １　　　３１　　　　 ２　　　３３

　　　豚　疾　病　　　 １　　　４０　　　　 ３　　　４３

　　　牛　疾　病　　　 １　　　３７　　　　 ３　　　４０

　　　繁殖障害　　　　 １　　　１７　　　　 ０　　　１７

　　　病性鑑定　　　　 ４　　　３４　　　　 ０　　　３４

　　　獣医疫学　　　　 １　　　２１　　　　 １　　　２２

　　　　計　　　　　　１１　 　２６９　　　　１２　 　２８１

７　広　報　関　係

　家畜衛生に関する広報活動の一環として、家畜衛生

週報を発行し、内外の家畜衛生事業に関する情報を全

国の家畜衛生機関に迅速に提供して的確な家畜衛生行

政の推進に努めるとともに、家畜衛生統計及び家畜伝

染病発生月報を印刷配布した。

８　国　際　関　係

�　国　際　会　議

　第６８回国際獣疫事務局（ＯＩＥ）総会が、平成１２年

５月にパリの本部で開催され、国際衛生対策室長及び

家畜衛生試験場九州支場長が出席した。欧州口蹄疫委

員会研究グループ会合へ平成１２年９月、家畜衛生試験

場から出席した。平成１２年６月に東京で開催された東

アジアにおける口蹄疫に関するＯＩＥ緊急会議、平成

１２年９月にＯＩＥ口蹄疫その他疾病委員会会議のため

パリへ、平成１３年２月に第７回東南アジアの口蹄疫に

関するＯＩＥ小委員会会議のためミャンマーへ、ＷＨ

Ｏ／ＳＰＳ委員会出席のため平成１２年７月及び１１月に

スイスへ、それぞれ出席した。

�　国　際　事　務

　各国の家畜衛生状況等をＯＩＥ速報及び月報、各国

からの報告書により把握し、家畜衛生週報に適宜掲載

するとともに、我が国の家畜伝染病発生月報を各国に

送付した。また、動・畜産物の輸出入に当たり、各国

と家畜衛生条件を取り決めた。

�　そ　　の　　他

家畜衛生事情調査のため平成１２年８月にメキシコ、１０

月にリヒテンシュタインへ、豚コレラについての家畜

衛生事情調査のため平成１３年１月に英国及びオースト

リアへ、非清浄国の食肉加熱処理施設巡回調査及び家

畜衛生事情調査のため平成１２年１０月に台湾、平成１３年

３月にタイ及びマレーシア、稲わら加熱処理施設調査

のため平成１２年１２月及び平成１３年２月、３月に中国、

食肉加熱処理施設巡回調査のため平成１２年１２月、平成

１３年２月に中国、霊長類輸出検疫施設調査のため平成

１３年３月にマダガスカル、欧州における口蹄疫発生に

ついての家畜衛生事情調査のため平成１３年３月に英国、

イタリア、デンマーク、ベルギー、フランスへそれぞ

れ専門家を派遣した。

第１６節　畜産新技術普及対策等

１　畜産新技術実用化対策事業

�　受精卵移植普及定着化事業

　受精卵移植技術の高位平準化及び一層の普及・定着

化を図るため、熟練技術者養成のための巡回指導等を

１８県で実施するとともに、受精卵移植技術の簡易化、

安定化を図るために、各都道府県畜産試験場が連携し

て共同試験を行う事業を３０府県で実施した。また、優

良な種雌豚の効率的利用及び慢性疾病の清浄化等の有

効な手段となる、豚の受精卵移植に必要な器具機材な

どの整備、実用化試験を実施した。さらに、家畜受精

卵を活用した雌雄産み分け及び核移植技術等の利用を

促進するために必要な施設（クリーンルーム等）、機器

（ＰＣＲ装置、細胞融合装置等）の整備を２県の畜産

第４章　生　　産　　局 －１７７－



試験場で行い、酪農及び肉用牛経営の収益性の向上に

結びつくと期待される家畜受精卵を用いた雌雄産み分

け技術及び核移植技術について、技術者を養成するた

めの技術講習会の開催、技術向上のための技術検討会、

モデル農家における実証展示等を２６県の畜産試験場で

実施し、牛群の急速な改良に有効なＭＯＥＴ技術（多

排卵及び受精卵移植技術等の活用による優良家畜の選

抜・増殖技術）を組織的に活用し、肉質及び斉一性に

優れた雌牛群の作出をモデル的に実施する事業を１県

で実施した。

�　ＤＮＡ育種基盤整備事業

　バイオテクノロジーの進展の中で、ＤＮＡ解析技術

の利用による育種・改良技術の飛躍的向上が期待され

ている。

　このため、疾病記録、血統記録等基礎情報を整備・

分析するとともに、併せて、疾病記録、検定成績等の

明らかな家畜のＤＮＡ（血液等）の確保・分析を進め、

DNA育種の基盤を整備した。

　ア　家畜の疾病記録及び血統記録解析

　血統的に疾病に強い家畜を選び出すため、疾病記録

及び血統記録を収集・整理し、疾病と血統の相関関係

を分析し、並びに、ＤＮＡを確保し、これまでに判明

しているＤＮＡ型について疾病との関連性の分析を８

道県で実施した。

　イ　検定家畜等のＤＮＡ確保及び解析

　ＤＮＡ型を利用した肉質等の遺伝的改良を進めるた

め、検定家畜等のＤＮＡを確保するとともに、併せて

これまでに判明しているＤＮＡ型について経済形質と

の関連性の分析を１５道県で実施した。

　ウ　ＤＮＡ解析機器の整備

　ＤＮＡ育種基盤を強化するため、１県においてＤＮ

Ａ解析に必要な機器を整備した。

　エ　抗病性育種基盤情報整備

　アで収集・整理された情報を収集し、全国レベルで

疾病記録・血統記録の相関関係を分析し、都道府県に

フィードバックした。

�　肉用牛高度肥育技術確立事業

　一卵性双子（クローン牛）を有効に活用し、出荷適

期の判定や、雌牛肥育の効率化等従来の技術の見直し

を図るとともに、体系的な技術として確立するための

共同試験を４県で実施し、事業推進のための推進会議

の開催、技術の普及のための技術マニュアルの作成を

行った。

２　中央競馬及び地方競馬

　１１年度における我が国の競馬は、中央競馬及び地方

競馬が３７（うち併用３）競馬場において合計４５６回２，６７４

日開催され、入場人員２，２３４万人、売得金は４兆２，８０３

億円となった。
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表３１　中央競馬開催状況
国庫納付金

特　別第　２第　１勝馬投票券
売得金額入場人員開催日数開催回数年　次

百万円百万円百万円百万円千人　日　回　年　

－64,838376,6603,766,60213,741288367

－76,340398,6233,986,22813,796288368

－67,374400,0664,000,66212,682288369

－47,083380,1223,801,21811,8562883610

－37,176365,7243,657,24211,0302853611

－15,332343,4763,434,75811,4092883612

表３２　地方競馬開催状況
勝馬投票券

収益金額売上金額入場人員開催日数開催回数主催者数開催競馬場数年　次

百万円百万円千人　日　回　年　

6,610714,12812,2802,48342725287

4,761694,92512,2842,43542125278

5,834707,04312,2382,41341825299

4,682657,76912,5542,418420253010

3,550623,090 1,0932,389420253011

2,540556,062 9,3112,274410243012
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�　中　央　競　馬

　１２年度（１～１２月）の中央競馬は、札幌、函館、福

島、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉の９競馬

場において、合計３６回、２８８日開催された。

　売得金は３兆４，３４８億円、入場人員は１，１０３万人とな

り、前年比では売得金で６．１％、入場人員で３．３％それ

ぞれ減少した。

　場外発売は、北海道４か所（札幌、釧路、静内、室

蘭）、関東１５か所（銀座、後楽園、新宿、渋谷、錦糸町、

浅草、新橋、横浜、伊勢佐木、銀座通り、石和、立川、

田無、新白河、横手）、関西１０か所（梅田、難波、道頓

堀、京都、神戸、名古屋、広島、米子、高松、八幡）

の計２９か所の場外発売所のほか電話投票所及び非開催

競馬場を使用して行われており、総売上額の９０．８％

に相当する３兆１，１７４億円を発売した。

　この結果、売得金総額の１０％に相当する３，４３５億円

を第１国庫納付金として納付するとともに、１２年度決

算により生じた利益剰余金の５０％に相当する１５３億円

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、１３年３月１日現在では、馬主２，５２７名（うち法

人３４７）、調教師２３３名、騎手１７５名、登録馬７，３２５頭と

なっており、またきゅう務員等２，７２８名（３／２０現在）

となっている。

�　地　方　競　馬

　１２年度（４～３月）の地方競馬は、全国の３０競馬場

において２４の主催者（道県３、指定６市、一部事務組

合１５）が開催し、開催回数４１０回（うち特別競馬分とし

て２１回を含む。）、開催日数２，２７４日、入場人員９３１万人、

売得金額５，５６１億円となり、前年比では入場人員は

１４．８％、売得金は１０．８％それぞれ減少した。

　また、地方公共団体の一般会計等への繰入額合計は

前年比２８．５％減の２５億円となり、道県及び指定市町村

の一般会計等に繰り入れられ、学校施設、一般土木、

農林水産振興、社会福祉等の経費に充当されている。

　地方競馬の馬主、調教師、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、１３年３月３１日現在では、馬主７，１８３名（うち法

人４０５）、調教師９１２名、騎手５９４名、登録馬２４，６２２頭と

なっており、また、１３年３月１日現在の認定きゅう務

員は４，７００名となっている。

　地方競馬全国協会の業務として行っている畜産振興

補助事業の１２年度実績は、件数４９６件、金額は約３１億円

となっている。

表３３　地方競馬収益金（一般会計等繰入金）の使途

（単位：百万円）

　 繰入金 ����������������� ２，５４０

　 （内訳）

　学校施設 ����������������� ６８６

　一般土木 ����������������� ６３７

　農林水産振興 ����������������－

　公共施設 ����������������� １００

　都市計画等 �����������������－

　警察・消防 ����������������� －

　社会福祉 ����������������� １０８

　医療普及 ������������������ ７

　スポーツ振興 ����������������－

　その他 ����������������� １，００２

第４章　生　　産　　局 －１７９－




