
第１節　農林水産技術会議の運営

１　農林水産技術会議の運営

�　農林水産技術会議の審議状況

　農林水産技術会議は、国家行政組織法の特別の機関

として農林水産省に設置されており、試験研究の基本

的計画の企画、農林水産省の試験研究機関の総合調整

及び運営指導、都道府県その他の者の行う試験研究に

対する助成、試験研究と行政部局の掌握する事務との

連絡調整等を行っている。

　平成１２年度においては、農林水産技術会議は計１０回

開催され、農林水産試験研究に係る重要課題について

の報告・検討が行われた（表１参照）。

�　農林水産技術会議事務局の概況

　平成１２年度の主要施策は以下のとおりである。

イネ・ゲノムの解読・特許化をめぐる国際競争が激化

していることから、産学官の連携の下、イネ・ゲノム

の重要な部分の塩基配列の解読を先行的に実施すると

ともに、有用遺伝子の単離、機能解明、育種手法の飛

躍的効率化、高度化を図る技術の開発を促進した。

　また、農林畜水産物に含まれる機能成分間の相互作

用等を解明し、新たな機能性食品の開発のための研究

を行うとともに、農林水産業及び関連産業の競争力の

強化を図るため、生物系特定産業技術研究推進機構を

活用し、新事業の創出が期待される遺伝子、微生物等

の研究分野における技術開発を民間委託により実施し、

さらに、遺伝子組換え農作物の安全性について、消費

者等の疑問や要請に応えるための試験等を新たに盛り

込み実施した。

　また、世界的な研究開発競争に対処するため、研究

資金の競争的な配分の下で、研究の企画から実施まで

の期間を大幅に短縮する研究を推進した。

　さらに、森林・農地・水域における自然循環機能の

解明とその向上技術の開発を行うとともに、流域の自

然循環機能の解明とその高度発現のための管理指針の

策定を行った。

　また、緊急の行政ニーズに迅速・的確な対応が可能

となるよう、研究の企画から研究開始までの期間が通

常より大幅に短縮できる枠予算について拡充するとと

もに、浮魚類について、その資源変動の高精度予測技

術を開発し、これに基づいた漁業資源管理技術の高度

化を図った。

　さらに、基礎的・先導的研究分野での世界的な研究

開発競争の激化に鑑み、競争的な環境の下、研究者の

自主性を重んじ創造的な研究開発を効果的に推進する

パイオニア特別研究を推進した。

２　研究レビュー

　農林水産省の試験研究機関における試験研究の円滑

かつ効率的な推進を図るため、研究機関の設置目的に

即し、研究資源の適正な配分と適切な運営管理を通じ

た研究開発能力の最大限の発揮を目的として、昭和４０

年度より平成１１年度まで計画的に研究レビューを実施

してきた。

　研究レビューについては、農林水産省所管の２９試験

研究機関について５年内で一巡するよう実施（年間５

～６機関）しており、一次レビューとしては研究機関

自らの自己点検、二次レビューとしては外部専門家及

び外部有識者等が参加した研究現場での評価、三次レ

ビューとしては農林水産技術会議での最終的な評価を

もって構成し、今後の研究開発の重点的推進方向、効

率的な研究機関の運営管理等の視点からの評価を実施

してきた。

　平成１２年度においては、農業総合研究所を除く２８の

試験研究機関が平成１３年度以降独立行政法人に移行す

ることに伴い、これまでの研究レビューに対する総括

を行うとともに、独立行政法人化に向けた今後の研究

評価のあり方等について具体的な対応方針を検討した。

３　農林水産研究体制の整備強化

�　農業関係試験研究組織の充実強化

　平成１２年度においては、科学技術の進歩や農林水産

技術開発に対する期待等を踏まえ、試験研究組織の充

実を図った。その主な内容は次のとおりである。

　ア　社会ニーズに対応した試験研究体制の整備

　イ　現場に直結した先導的技術体系の開発のための
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研究体制の整備

�　農林水産研究基本目標

（平成１１年１１月　農林水産技術会議決定）

　農林水産技術会議では、我が国農林水産研究の積極

的かつ効率的な推進を図るため、おおよそ１０年を見通

した国立試験研究機関、試験研究関連独立行政法人、

公立試験研究機関、大学及び民間における農林水産業

及び関連産業に係る研究の重点化方向及びその推進方

策を示すものとして「農林水産研究基本目標」を定め

ている。

　新たな研究基本目標は、食料・農業・農村基本法の

制定や中央省庁再編に伴う独立行政法人化の動き等農

林水産研究をめぐる情勢を踏まえ、農林水産技術会議

において、平成１１年１１月１日に決定されたものである。

表１　農林水産技術会議の審議状況

　回　数　　開催年月日　議題等

　　５２５　　１２．４．１８　　・平成１１年度農業白書について

・組換え体利用専門委員会の検討

結果について

・科学技術振興調整費について

・ＣＧＩＡＲ理事懇談会の結　　

果について

　　５２６　　１２．５．１６　　・平成１１年度林業白書について

・平成１１年度漁業白書について

・新しい大豆対策に対応した研究

の推進について

・沖縄農業研究の現状と今後の対

応について

・ジーンバンク評価委員会の　結

果について

　　５２７　　１２．６．２０　　・農林水産研究・技術開発戦略

   （仮称）について

・平成１３年度予算要求の考え方に

ついて

・事務局体制の検討状況について

・独立行政法人の中期目標、中期

計画、内部組織の考え方

・科学技術白書について

・プロジェクト研究の評価結果に

ついて

　　５２８　　１２．７．１８　　・農業機械開発改良研究・技術開

   発戦略について

・日米科学技術協力合同委員会の

結果について

・遺伝子組換え農作物等の環境安

全性の確保に関する検討専門委

員会の検討状況について

・「ＩＴ革命と農業の方向性」等

　　５２９　　１２．９．１９　　・平成１３年度予算概算要求及び事

   務局体制の概要について

・生研機構が実施する公募型研究

事業の実施状況等について

　　５３０　 １２．１０．１６　　・平成１２年度補正予算について

・土地利用型作物の育種の現状と

今後の方向

・長野県農業試験研究の現状と今

後の方向

　　５３１ 　１２．１１．２１　　・「遺伝子組換え農作物を考えるコ

   ンセンサス会議」の結果につい

   て

・組換え体利用専門委員会の検討

結果について

・ＪＩＲＣＡＳの対中国際共同研

究について

・ＣＧＩＡＲ年次総会の結果につ

いて

　　５３２　　１２．１．１６　　・平成１３年度予算及び組織・定員

   について

・科学技術基本計画答申について

・遺伝子組換え農作物等の環境安

全性の確保に関する検討専門委

員会中間報告について

　　５３３　　１２．２．２０　　・これまでの研究レビューの総括

   及び今後の研究評価のあり方等

   について

・中期目標、中期計画等について

・組換え体利用専門委員会の検討

結果等について

・「組換え作物開発の現状と展望」

　　５３４　　１３．３．２８　　・今後の技術会議の運営及び審議

   計画について

・農林水産技術会議運営要領の改

正について

・中期目標（案）の決定及び中期

計画（素案）の検討について等

・研究評価等について

・パイオニア特別研究の新規課題

の採択について
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　なお、本目標に定める研究の重点化方向とその推進

方策は以下のとおりである。

　ア　農林水産研究の重点化方向

　�　農林水産現場における経営効率の向上、環境と

　　の調和、消費ニーズを捉えた生産と流通等、現場

　　ニーズを的確に捉えた技術体系の確立

　�　農林水産業の飛躍的発展と新産業の創出を図る

　　ため、ゲノム解析等生命科学研究を推進するとと

　　もに、地球的規模での環境問題へ対応するための

　　環境科学研究を推進

　イ　農林水産研究の効率的推進のための方策

　�　産学官の連携による研究開発の効率的推進

　�　研究成果の効果的活用と国民の理解の促進

�　機械施設の整備

　試験研究の高度化及び多様化に対応して、これに必

要な機械・施設を年次計画等により整備している。

　平成１２年度における機械整備費は１９億４，２６３万円、

施設整備費は５０億２３０万円であったが、その主な内容

は次のとおりである。

　ア　機械整備費

　経常研究を対象とした一般機械整備費１０億３，０２８万

円、高額機械整備費１億５，６７６万円、筑波機械整備費７

億４，０４１万円及び特別研究を対象とした特別機械整備

費１，５１８万円で合計２５７点の機械を整備した。

　イ　施設整備費

　試験研究の高度化あるいは専門化に即応するため、

研究基盤施設１１億５，４３２万円（うち林野庁・水産庁試験

研究機関３億１，９９５万円）、研究援助施設４億５７３万円、

場維持運営施設３億７，９９１万円（うち林野庁・水産庁試

験研究機関５，４８６万円）、特定フロン対策１億３，８３５万

円、宿舎施設改修費１億１，５６７万円、筑波研究施設配管

改修費１億９，９０２万円、公共事業等予備費として試験

研究機関の施設５億９，２９５万円、経済新生対策の一環

として試験研究機関の施設２０億１，６３５万円の整備を

行った。

　　　４　試験研究機関職員の資質向上の
　　　　　ための研修等の実施

�　在　外　研　究

　研究者を対象とした在外研究制度は表２のような種

別があり、平成１２年度は合計２０名の研究者が在外研究

を行った。（平成１１年度２５名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　各　種　研　修

　ア　試験研究機関管理職員研修

　研究を管理する職にある者に対し、研究管理及び農

林水産行政等に関する知識を広く習得させ、研究管理

業務の円滑な遂行に資することを目的として、実施し

ている。

　平成１２年度は、３８名が受講した。

　イ　農学情報機能部門研修

　研究者等に試験研究推進上重要な役割を果たす研究

情報の処理に必要な知識と技術を修得させ、研究の効

率化を図るため実施している。

　平成１２年度は研究者２０名が受講した。

　ウ　試験研究機関研究員短期集合研修

　数理統計解析手法を習熟させ、研究員の資質の向上

を図るため実施している。

　平成１２年度は２８名が受講した。

　エ　ほ場管理職員研修

　試験研究機関における農業機械、施設の保守管理及

び安全利用技術の習得を目的として業務科等の職員を

対象に実習を中心にした研修を実施している。

　平成１２年度は飼料機械化研修（１５名）、高性能農業機

械整備技術研修（２４名）、農業機械安全基本研修（１１名）

を農業技術研修館で実施した。

�　都道府県農林水産関係研究員短期集合研修

　都道府県試験研究機関の研究員に対し、最新の高度
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表２　在外研究

派遣者数在外研究
期間資　格種　　　別

１２名１か年
研究経歴
３年以上
３５歳未満

長期在外研究員１

３名６か月以内
研究経歴
７年以上
３５歳以上

中期在外研究員２

（１、２とも海外在外研究に要する経費は科学技術庁負
担。）

３名
６か月以内
原則として
１か年以内

派遣先機
関からの
滞在費等
保証取得
者年齢は
問わない

パートギャラン
ティ在外研究員

３

（必要な経費のうち、渡航費の一部又は全部を科学技術庁
負担。滞在費は派遣先機関等負担。）

５名
原則として
１か年以内

派遣先機
関からの
諸経費保
証取得者

オールギャラン
ティ在外研究員

４

（必要な経費はすべて派遣先機関等負担。水産庁、林野庁
含む。）



な研究理論、研究成果、新たに開発された実験手法等

を取得させることを目的に昭和４９年度から本研修を実

施している。

　平成１２年度は、理論的研修「農林水産試験研究のた

めの統計的手法」（受講者６０名）、実験的研修「農林水

産試験研究におけるバイオテクノロジー」（受講者２０

名）を実施した。

５　国際農林水産業研究の推進

　今日の世界は、人口の増加とこれに伴う食料問題・

環境問題等、地球規模で取り組むべき諸問題に直面し

ており、その解決のための技術開発に我が国が積極的

に貢献することが必要である。この貢献は、国際的な

食料需給の安定を通じ、我が国の食料安全保障にも寄

与すると同時に、我が国農林水産業における研究領域

の拡大にも寄与するものである。

　　このため、平成１２年度は、国際農林水産業研究セ

ンターを中心として、開発途上地域の農林水産業に関

する次のような試験研究等を実施した。

�　海　外　調　査

　開発途上地域の農林水産業の動向に即応し、試験研

究を効率的に推進するため、開発途上地域の農業事情、

試験研究の方向及び研究課題等に関する調査を実施す

るとともに、他の先進国の開発途上地域の農林水産業

に関する研究活動についての調査を実施した。

�　海外における研究

　平成１２年度は、開発途上地域等の試験研究機関に在

外研究員を派遣して共同研究を実施した。

　ア　在外研究員の派遣

　アジア地域及びその他地域の試験研究機関に研究員

を派遣して、水田作、畑作、畜産草地、土壌肥料、病

害虫、農業経営、林業、水産、環境等の１４の分野につ

いて共同研究を行った。

　イ　国際農林水産業プロジェクト研究

　本研究は、開発途上地域の農林水産業にとって緊急

な解決が必要とされている重要な課題のうち、個別的

な研究では対応が困難な研究課題について、我が国の

研究者を開発途上地域の試験研究機関に派遣して行う

総合的な共同研究である。

　平成１２年度は、以下の１２課題の研究を実施した。

　「東南アジアにおける穀類のポストハーベストロス

低減技術の開発」（タイ）

　「熱帯林再生のためのアグロフォレストリー技術の

開発」（マレイシア）

　「タイ東北部における持続的農業技術の確立のため

の開発研究」（タイ）

　「ブラジル中南部における持続型農牧輪換システム

の開発」（ブラジル）

　「中央アジア地域における草地保全及び家畜の安定

生産技術の開発」（カザフスタン）

　「中国における主要食料資源の持続的生産及び高度

利用技術の開発」（中国）

　　「海外養殖エビウイルス病の診断・防除技法の開

発」（マレイシア）

　「インドネシアにおける地域農業システムの評価と

その総合的改善のための技術開発」（インドネシア）

　「西アフリカにおける米増産のための稲種間交雑種

の活用に関する研究」（コートジボアール）

　「メコンデルタにおける新技術の開発・導入と持続的

ファーミングシステムの実証」（ベトナム）

　「熱帯産在来有用樹による地域生態系の再生に関す

る基礎的研究開発」（マレイシア）

　　「南米大豆広域総合研究プロジェクト」（パラグア

イ、ブラジル、アルゼンティン）

�　研　究　交　流

　開発途上地域や国際研究機関等の研究員を我が国へ

招へいし、国際シンポジウム「開発途上地域の持続的

発展に向けた農業技術研究」を開催したほか、開発途

上地域の研究機関の研究管理者及び研究員を招へいし

た。このほか、開発途上地域の研究者を招へいし、先

端的な技術分野における共同研究を実施した。

　　　�　国際農林水産業研究センター　　　　　　

　　　　沖縄支所における研究推進　　　　　　

　国際農林水産業研究センター沖縄支所においては、

有用作物及び優良品種の導入に関する研究、主要病害

虫の生態に関する研究、地力維持に関する研究等を実

施するとともに、開発途上地域の研究者を招へいし、

実験室及び亜熱帯条件下の圃場を利用した共同研究を

実施した。

６　試験研究に関する調査及び情報活動

�　研　究　活　動　調　査

　農林水産関係試験研究機関における研究活動の実態

を把握するため、国公立農林水産試験研究機関の人員、

資金及び国に係る農林水産試験研究の実施状況等を調

査し取りまとめ「農林水産関係試験研究要覧（２０００）」と

して刊行した。

　また、国立農林水産試験研究機関別の試験研究の概

要、国公立農林水産関係試験研究機関の試験研究課題

及び試験研究業績並びに国の助成に係る都道府県等の

試験研究の概要を調査し、「平成１２年度農林水産試験

研究年報（農業編・林業編国立、水産編、農業編・林
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業編公立）」として刊行した。

�　海　外　調　査

　先進諸国における農林水産分野の先端技術の動向及

び海外諸国の農林水産関係試験研究機関等の研究活動

の実態等について調査するため、関係者を派遣してい

る。

　平成１２年度は、①ヨーロッパ等における家畜ゲノム

研究の現状調査（アメリカ・フランス・ドイツ・イギ

リス）②ヨーロッパにおける森林の多様な機能の発揮

に関する研究の動向調査（イギリス・ベルギー・オラ

ンダ）③欧米における品質評価手法およびナノテクノ

ロジー研究推進状況の現地調査（アメリカ・スイス・

イタリア）

�　広　報　活　動

　ア　研究成果シリーズ

　農林水産技術会議が推進した特別研究及び２以上の

試験研究機関が共同で推進したその他の農林水産関係

試験研究の最新の成果を取りまとめ、「研究成果シ

リーズ」（No．３６１～３７６）を刊行した。

　イ　研究成果選シリーズ

　国公立農林水産関係試験研究機関から提出された研

究成果のうち、広汎に適用できる成果を取りまとめ、

「研究成果選シリーズ（平成１１年度）」を刊行した。

　ウ　農林水産研究文献解題

　農林水産業に関する主要な技術的課題について既往

の試験研究文献を収集、整理、解説し、これらの研究

業績を広く将来にわたって伝達することを目的に作成

しているもので、平成１２年度は「野菜の病害」及び

「野菜の害虫」を刊行した。

�　資料情報活動

　平成１２年度は、以下のとおり資料情報活動の強化、

拡充を図った。

　ア　農学文献検索用語集の作成

　文献情報の蓄積・検索を効果的に行うには、文献中

の各用語の相互関係を明示した検索用語集が必要であ

る。平成１２年度は、「農林水産関係国内文献検索のた

めの用語集－１９９４－」を基に、新たな用語集の調査を

行った。

　イ　資料のＣＤ－ＲＯＭ化

　平成１２年度は、歴史的に貴重であり、かつ、破損の

著しい「農務時報」等のＣＤ－ＲＯＭを作成し、関係

試験研究機関に配布した。

７　農林水産業に関する研究成果発表会

　試験研究における成果を広く行政部局、関係団体等

に紹介するとともに、これら関係者からの提言を試験

研究に反映させるため、農林水産業研究成果発表会を

昭和４２年度から実施しているが、平成１１年度は次のと

おり開催した。

�　中央研究成果発表会

　平成１３年３月２２日、ＪＡホール（千代田区大手町）

において「２１世紀の農業技術を展望する革新的農業技

術－食料自給率向上と豊かな食生活を目指して－」と

題し、シンポジウム形式で行った。

�　地域研究成果発表会

　平成１２年度の地域研究成果発表会を次のとおり行っ

た。

　地　域　　期　日　 　開催地　　　　発表課題

北　海　道　１２．１１．８　 岩見沢市　新しい情勢に対応した

大規模水田農業の新技

術

東 北 地 域　１２．８．３　　福 島 市　社会的ニーズに応える

農畜産物の生産・供給

技術の開発

北 陸 地 域　１２．１０．２５　上 越 市　持続的農業生産を目指

 した北陸稲作の展開

    －２１世紀を担う技術の

　　　　　　　　　　　　　　　　芽－

近 畿 中 国　１２．１０．２８　大 津 市　肉用繁殖牛の多頭数省

    力管理技術

四 国 地 域　１２．１１．１６　徳 島 市　園芸技術の最前線

九 州 地 域　１２．９．１９　 熊 本 市　地域振興のための農畜

    産物の高付加価値化技

    術

８　新品種命名登録

�　命名登録

　育種研究の成果である農作物品種の速やかな普及に

資するため、「農林水産省育成農作物新品種命名登録

規程」（昭和４３年農林省訓令第４０号）に基づき、平成１２

年度は１８作物３３品種を命名、登録及び公表した。

　これらの命名登録品種の品種名、登録番号は次のと

おりである。

（水稲）

柔小町　　　　　　　　（水稲農林３６４号）

いただき　　　　　　　（水稲農林３６５号）

ミレニシキ　　　　　　（水稲農林３６６号）

おくのむらさき　　　　（水稲農林３６７号）

ほしたろう　　　　　　（水稲農林３６８号）
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チヨノモチ　　　　　　（水稲農林糯３６９号）

峰ひびき　　　　　　　（水稲農林３７０号）

はなかぐら　　　　　　（水稲農林３７１号）

（小麦）

きたもえ　　　　　　　（小麦農林１４９号）

はるひので　　　　　　（春播小麦農林１５０号）

きぬあずま　　　　　　（小麦農林１５１号）

ネバリゴシ　　　　　　（小麦農林１５２号）

（皮麦）

ファイバースノウ　　　（皮麦農林３５号）

（二条大麦）

スカイゴールデン　　　（二条大麦農林２０号）

（かんしょ）

コナホマレ　　　　　　（かんしょ農林５２号）

（ばれいしょ）

十勝こがね　　　　　　（ばれいしょ農林４１号）

ユキラシャ　　　　　　（ばれいしょ農林４２号）

（だいず）

エルスター　　　　　　（だいず農林１１５号）

（あずき）

しゅまり　　　　　　　（あずき農林１２号）

（さとうきび）

Ｎｉ１４　　　　　　　　（さとうきび農林１４号）

（茶）

はるみどり　　　　　　（茶農林４８号）

（桑）

なつのぼり　　　　　　（桑農林２０号）

（とまと）

にたきこま　　　　　　（とまと農林交２９号）

なつのしゅん　　　　　（とまと農林交３０号）

（ヤーコン）

サラダオトメ　　　　　（ヤーコン農林１号）

（りんご）

さんたろう　　　　　　（りんご農林１７号）

（なし）

あきあかり　　　　　　（なし農林２０号）

秋麗　　　　　　　　　（なし農林２１号）

王秋　　　　　　　　　（なし農林２２号）

（かき）

早秋　　　　　　　　　（かき農林９号）

（えん麦）

たちいぶき　　　　　　（えん麦農林１０号）

（とうもろこし）

Ｍｉ４７　　　　　　　　（とうもろこし農林交親４９号）

ゆめちから　　　　　　（とうもろこし農林交５０号）

�　中間母本登録

　育種素材として有用なものについて、育種研究にお

ける利活用を促進するため、「農林水産省育成農作物

の中間母本の取扱要領」（５７農会第４７２号農林水産技術

会議事務局長通達）に基づき、平成１２年度は４作物４

系統を中間母本登録した。

　これらの中間母本の系統名、登録番号は次のとおり

である。

（小麦）

谷系A６５９９－４　　　（小麦中間母本農８号）

（いちご）

久留米５４号　　　　　（いちご中間母本農１号）

（とまと）

安濃６号　　　　　　（とまと中間母本農９号）

（メロン）

安濃１４号　　　　　　（メロン中間母本農４号）

　　

９　農林水産研究計算センターの活動

　農林水産研究計算センター（以下「計算センター」

という。）は、昭和５３年に農林水産業に係る試験研究の

効率化推進を支援するため、農林水産省試験研究機関

の共同利用施設として農林水産技術会議事務局筑波事

務所に設置された。

　以降、ユーザがいつでも、どこからでも利用できる

こと、また、迅速かつ正確に科学技術計算や農林水産

研究技術情報の検索サービス・提供ができることを目

標として整備を進めてきた。

　また、計算センターでは、農林水産省研究ネット

ワーク（MAFFIN）を運営し、農林水産省の試験研究

機関を始め、農林水産省の行政部局や公立農林水産試

験研究機関とのネットワーク接続を行い、農林水産研

究情報のインフラ整備を推進している。

１０　農林水産研究情報センターの活動

　農林水産研究情報センターは、国内外の試験研究情

報を広域的に収集し、図書館としての利用に供すると

ともに、収集した文献情報をコンピュータ処理し、利

用者に迅速かつ的確に提供することを目的として昭和

５３年１０月農林水産技術会議事務局筑波事務所に設置さ

れた。昭和５９年４月には、国立国会図書館支部農林水

産省図書館農林水産技術会議事務局筑波事務所分館と

なった。

　主要業務は収書・整理、各種サービス、預託図書

（デポジット）の受入・管理、コンピュータによる情

報の加工・処理・提供等である。
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�　収　　　　　書

　図書の受入れは、預託図書及び国立国会図書館から

の受入れを含め１６，９１６冊であった。平成１２年度末にお

ける蔵書は１４５，６０１冊となった。

�　利用及び提供

　平成１２年度の来館者数は１，０８６人、貸出冊数は１，８２２

冊であった。農林水産省各試験研究機関に対して行っ

ている外国雑誌のコンテンツサービスは、１０１誌（延べ

２１５誌）であった。また、文献複写サービスは４，８０６件、

レファレンスサービスは８１７件であった。

�　情報の処理加工・提供

　農林水産関係国立試験研究機関で実施している研究

課題情報のデータベース「ＲＥＣＲＡＳ」、研究成果情

報データベースを作成し、また、国内の農林水産関係

文献情報を索引誌「日本農学文献記事索引」として刊

行するとともに、データベース「ＪＡＳＩ」を作成し

ている。

　ＦＡＯが世界の農林水産関係科学技術文献情報を迅

速に世界各国間に流通させることを目的として作成し

ているデータベース「ＡＧＲＩＳ」に対し、我が国の

インプットセンターとして国内の文献情報を提供し、

世界の情報を一元化したＡＧＲＩＳとして入手してい

る。

　平成１２年度末、所有しているデータベースの数は文

献情報�、研究課題情報、研究成果情報、WWWディ

レクトリ情報、書誌所在情報をインターネットを利用

してサービスしている。

　第２節　バイオテクノロジー　

　　   　先端技術開発の推進

　バイオテクノロジー等の先端技術は、今後の農林水

産業、食品産業及び関連産業の発展を図る上で、先導

的・基礎的役割を果たす重要技術である。このため、

その技術開発を効率的に推進する観点から、次のよう

な施策を講じた。

１　遺伝資源・遺伝資源情報の収集・管理等   
 の拡充強化－農林水産ジーンバンク－

�　農林水産ジーンバンクの整備

（昭和６０年度～）（予算額８億８，３９６万４千円）

　我が国農林水産業、食品産業等の発展を図るために

は、バイオテクノロジー等先端技術の開発を積極的に

推進していくことが不可欠であり、今後その支持基盤

である生物遺伝資源の確保はますます重要なものと

なっている。

　このため、植物、微生物、動物、林木及び水産生物

等の生物遺伝資源全般について、農林水産省の試験研

究機関、種苗管理センター、家畜改良センター、林木

育種センター及び水産大学校の連携・協力の下に、国

内外の生物遺伝資源の収集・保存を行い、それらの諸

特性をデータベース化し、生物遺伝資源及び遺伝育種

情報として試験研究用に提供する農林水産ジーンバン

クの整備を前年度に引き続き実施した。

　ア　推進体制

　農林水産省関係局庁及び関係試験研究機関の職員か

らなる「ジーンバンク管理運営会議」を開催し、外部

有識者及び外部専門家からなる「ジーンバンク評価委

員会」での評価結果を踏まえ、事業実施計画の策定等

事業の実施に当たって必要な事項について協議検討す

るとともに、植物、微生物、動物、林木及び水産生物

の各遺伝資源部門ごとに部会を開催し、事業の管理・

運営の詳細を検討した。

　イ　植物遺伝資源部門

　遺伝資源の収集については、国内外から栽培種及び

その近縁野生種、希少生物等を対象に行っている。

　海外における平成１２年度の探索収集は、稲類（ミャ

ンマー）、　豆類（ベトナム）、雑穀・特用作物（ミャン

マー）、牧草・飼料作物（フランス、スペイン、イタリ

ア）を対象に実施した。このほか、二国間技術交流に

よる交換等により遺伝資源の受入れを行った。

　未評価の遺伝資源について、分類・同定及び形態的・

生理的・生態的特性、収量性等の評価を行った。

　野生種等について、栽培種との交雑を可能にするた

め、育種素材化を行った。

　収集した遺伝資源については、農業生物資源研究所

内の農林水産生物遺伝資源管理施設を中心に、関係試

験研究機関、種苗管理センター、家畜改良センター等

において保存・管理を行った。

　また、「農業生物資源研究所試験研究用植物遺伝資

源配布規程」（昭和６１年１月２５日付け農林水産省告示第

１５７号）に基づき遺伝資源の配布を行った。

　ウ　微生物遺伝資源部門

　国内では農林水産業、食品加工等に有用な菌株を探

索・収集するとともに、海外において平成１２年度は細

菌（インドネシア）について探索収集を行った。

　未評価の微生物遺伝資源について、分類・同定、形

態的、生理的諸特性の評価を行うとともに、微生物の

産生する有用物質の分析を行った。

　収集した遺伝資源については、農業生物資源研究所

内の農林水産生物遺伝資源管理施設のほか、関係試験
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研究機関において保存・管理を行った。

　また、「農業生物資源研究所試験研究用微生物遺伝

資源配布規程」（昭和６２年９月１日付け農林水産省告示

第１２２７号）に基づき遺伝資源の配布を行った。

　エ　動物遺伝資源部門

　家畜、家きん、実験動物等のうち有用希少な品種系

統を収集するとともに、海外現地調査（フィールド

サーベイ）として、平成１２年度は家畜類（ネパール）

の調査を行った。

　また、未評価の遺伝資源については、分類・同定及

び形態的・生理的諸特性の評価を行った。

　収集した遺伝資源については、農業生物資源研究所

を中心に、関係試験研究機関及び家畜改良センターに

おいて生体、精子、胚の形態で保存・管理を行った。

　オ　林木遺伝資源部門

　用材生産用樹種、国指定天然記念物等を主体に収集

を行った。

　保存している遺伝資源について、分類・同定、形態

的、生理的諸特性の評価を行った。

　収集した遺伝資源については、林木育種センター及

び森林総合研究所において、種子、成体等で保存・管

理を行うほか、林木遺伝資源保存林等において現地で

保存・管理を行った。

　また、「林木育種センター試験研究用林木遺伝資源

配布規程」（平成７年５月２５日付け農林水産省告示第

６９８号）に基づき遺伝資源の配布を行った。

　カ　水産生物遺伝資源部門

　収集が急がれ、かつ、保存が比較的容易である海藻

類等を対象として収集を行った。

　特性評価については、未評価の遺伝資源について、

引き続き分類・同定及び形態的・生理的諸特性の評価

を行った。

　収集した遺伝資源については、養殖研究所、水産研

究所及び水産大学校において保存・管理を行った。

　キ　　ＤＮＡ部門　　　　　　　　　　　　　　　

　農林水産業の生産性の向上、地球環境の維持・保全

等に資するため、遺伝子組換え技術等による画期的新

品種作出への期待が高まっている。こうした中で、近

年、生物の持つ遺伝情報を解読するゲノム解析をはじ

め、遺伝子レベルでの研究が本格的に進展しているが、

研究を効率的に推進するためには、加速的に蓄積され

つつある研究の成果を適切に管理し、利用するための

体制整備が不可欠である。

　このため、ゲノム解析研究等遺伝子レベルでの研究

成果であるDNA等の遺伝物質並びに塩基配列、遺伝

子地図等のDNA情報を体系的に収集・蓄積・提供す

るシステム（DNAバンク）の整備・運営を行った。

　また、｢農業生物資源研究所試験研究用DNA等配布

規程 ｣（平成８年２月２２日農林水産省告示第２２４号）に

基づきDNA等の配布を行った。

　ク　生物遺伝資源情報の管理・運営

　生物遺伝資源の各部門ごとに、生物遺伝資源の来

歴・特性の情報を収集・整理するとともに、データベー

ス管理システムの整備を行った。

　また、植物遺伝資源の来歴等の情報を検索・登録で

きるシステムの運営を行った。

�　開発途上国生物遺伝資源共同調査事業

（平成８年度～）（予算額１，９３５万円）

　農林水産省がこれまで蓄積してきた多くの技術、知

識を活用し、開発途上国における遺伝資源の多様性の

保全と利用のための多様性の状況変化調査等を共同で

行った。

　平成１２年度はスリランカでアズキ近縁野生種、ベト

ナムでイネ類等の現地共同調査を行った。

第３節　農業関係試験研究機関の

試験研究の推進

１　農業関係試験研究機関の概要

　農林水産関係試験研究機関においては、平成１１年度

に引き続き、試験研究体制の整備、研究員の資質の向

上、研究施設及び研究用機械の近代化並びに研究環境

の改善に努めるとともに、主要研究課題を中心に試験

研究の効率的推進を図った（以下の運営費、施設整備

費は予算額）。

�　農業研究センター

〔運営費３２億４，４００万円、施設整備費８，９９４万円〕

　①国際化を視野に入れた生産方向、農業・農村及び

農業技術の展開方向の解明、②低コスト・高位安定水

田農業の確立、③高収益、持続的畑作農業の確立、④

消費ニーズを先導する新規形質農産物の開発及び利用

技術の確立⑤地域資源利用による農村活性化システム

の確立、⑥農業研究高度化のための情報処理等基盤技

術の開発等に関する研究を行った。

�　農業生物資源研究所

〔運営費２１億８，６００万円、施設整備費１億２，４６１万円〕

　①生物種の多様性の解明とその保全、②生物機能の

分子機構の解明、③新生物資源創出のための生物工学

的技術の開発等に関する研究を行った。
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�　農業環境技術研究所

〔運営費２３億８，７００万円、施設整備費３，８２０万円〕

　①地球環境問題を踏まえた食料安全保障への貢献、

②農業の持つ自然循環機能に基づいた食料と環境の安

全性の確保、③農業環境資源の次世代への継承、④生

態系機能を活用した地球環境保全のための総合的農業

生態系管理計画の策定等に関する研究を行った。

�　畜産試験場

〔運営費２４億８，６００万円、施設整備費１億３，６４５万円〕

　①家畜・家きん等の遺伝子機能の解明と育種的利用

技術の開発、②家畜・家きん等の繁殖機能の解明と生

殖工学的利用技術の開発、③家畜・家きん等の生理機

能及び代謝機能の解明と制御技術の開発、④高品質畜

産物の効率的生産管理と高度利用技術の開発、⑤畜産

環境負荷の総合的制御技術の開発等に関する研究を

行った。

�　草地試験場

〔運営費１８億６，８００万円、施設整備費１億５，６０７万円〕

　①草地生産基盤の強化技術の確立及び評価、②草地

生態系の解明及び制御法の開発、③飼料作物等の育種

技術の開発及び品種育成、④高品質飼料作物の高位生

産・調製貯蔵・利用及び生産環境管理技術の確立、⑤

放牧管理技術の高度化による乳・肉の高位安定生産技

術の開発、⑥山地傾斜地の畜産的土地利用技術の確立

等に関する研究を行った。

�　果樹試験場

〔運営費２１億４，８００万円、施設整備費１億４６１万円〕

　①果樹の優良品種及び台木の育成並びに遺伝資源の

利用、②果樹の生育・品質制御機構の解明及び高品質

果実の安定生産・供給技術の開発、③果樹園の環境要

因の解明及び制御による持続的安定生産技術の高度化、

④果樹の新機能解明のための生物工学的技術の開発等

に関する研究を行うとともに、⑤果樹技術者の養成研

修を行った。

�　野菜・茶業試験場

〔運営費２４億９，０００万円、施設整備費１億４，３４２万円〕

　①生産基盤強化のための省力・軽作業化生産技術の

開発、②環境保全に配慮した生産技術の開発、③国際

化に対応した低コスト・安定生産技術の開発、④新し

い消費動向に向けた高品質生産・流通利用技術の開発、

⑤野菜・花き・茶の生理・遺伝特性の解明と基盤的技

術の開発等に関する研究を行うとともに、⑥野菜・花

き・茶産業の技術者養成研修を行った。

�　農業工学研究所

〔運営費１３億７００万円、施設整備費１億３，１８８万円〕

　①農村地域活性化のための農村空間再編整備・管理

技術の開発、②農村地域における資源及び環境の工学

的利用・管理技術の開発、③持続的農業生産のための

基盤及び施設の整備・管理技術の開発等に関する研究

を行った。

�　農業試験場

〔運営費１２５億２００万円、施設整備費８億３，６１５万円〕

　土地条件や経営形態を異にする各地域ごとに、農業

の発展に必要な技術的・経営的問題を解明するため全

国を７地域に分け、各地域の農業試験場〔北海道、東

北、北陸、中国、四国、九州の各農業試験場（関東・

東山及び東海地方については農業研究センター）〕は、

国立の専門研究機関及び公立農業関係試験研究機関等

と密接な連携をとりつつ、地域における水田作、畑作

等の総合生産力向上技術の確立、家畜及び草地に関す

る技術の開発並びにこれらに関連する品種改良、病害

防除、農業経営等に関する試験研究を行った。

�　農業総合研究所

〔運営費７億９，３００万円〕

　①食料供給システムの展望及び食料・農業政策の展

開方向の解明、②農業及び農村の発展並びに地域社会

政策の展開方向の解明、③世界の農業・農村問題の展

開並びに国内農業及び農業政策に与える影響の解明、

④資源・環境の保全並びに農業及び農村の持続的発展

条件の解明等に関する研究を行った。

�　蚕糸・昆虫農業技術研究所

〔運営費２３億４，７００万円、施設整備費１億４，８２４万円〕

　①昆虫等の遺伝情報発現機構の解明と制御・利用技

術の開発、②昆虫等の生体機能の解明と制御・利用技

術の開発、③昆虫関連生体素材及び生体構造の物性解

明と利用技術の開発、④用途別繭の効率的生産及び利

用技術の開発等に関する研究を行った。

�　家畜衛生試験場

〔運営費２９億２，８００万円、施設整備費５億９２２万円〕

　①病原微生物等の特性と生態の解明、②病原微生物

の感染発病機構と生体反応の解明、③生体防御機構の

解明、④感染病の診断と防除技術の確立、⑤海外伝染

病の侵入と蔓延防止技術の確立、⑥生産病の発病機序

の解明と防除技術の確立、⑦飼料と飼料添加物の安全

性確保技術の開発等に関する研究を行うとともに、⑧

動物用生物学的製剤の製造・配布・病性鑑定を行った。

�　食品総合研究所

〔運営費１５億１，１００万円、施設整備費８，４００万円〕

　①食品の健全性にかかわる品質の解明及び利用に関

する研究、②未利用資源を含めたあらゆる食糧資源の

素材の特性解明及び利用、③食品の品質保全等を目指

した加工流通技術の開発及び利用、④微生物等の有す
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る生物変換機能の解明及び利用等に関する研究を行っ

た。

�　国際農林水産業研究センター

〔運営費１７億１００万円、施設整備費６，４２０万円〕

　①開発途上諸国における生物資源の特異的機能を活

用した食料生産の安定化、②農業が困難であった地域

に自然生態系と調和した環境保全型農業を定着させ、

荒廃した農耕地を回復させるための研究、③地域に適

した農作物の生産・流通技術の開発、④荒廃地におけ

る森林造成手法の開発や病虫獣害の防除技術の開発、

⑤開発途上地域における水産生態系を把握し、持続的

漁業生産、環境に優しい増養殖技術、水産物の有効利

用等に関する研究を行った。

２　農業関係試験研究の主要な研究成果

�　総　合　農　業

　ア　ディスク駆動式不耕起播種機で播種と同時に肥

効調節型肥料を施肥することにより、不耕起乾田直播

の収量が向上し、移植と同等かそれ以上の収量が得ら

れること、この方式により１０a当たりの労働時間は移

植栽培より約３時間短縮されることを明らかにした。

　イ　市販の田植機の後部や乾田播種機の播種部に簡

易に装着可能なシードテープ播種装置を用い、シード

テープを湛水直播や乾田直播に利用する技術を開発し

た。当該技術は、条播、点播のいずれの方式にも対応

でき、さらに、播種深度の安定化と確実な播種を可能

とすることを示した。

　ウ　とまと個体群の葉面積指数に基づき施肥量を、

土壌水分情報に基づき灌水量をそれぞれ半自動調節す

る簡易な養液土耕装置を開発した。

　エ　湧水を取水・ろ過・貯水したのち、落差を利用

して育苗ハウス内に送水し培地を冷却できる装置を開

発した。当該装置は、中山間傾斜地高温期の花き苗生

産に要する消費電力低減に有効であることを示した。

　オ　タンパク質含有量９％以上の高タンパク質種子

を利用すると、寒地の乾田直播水稲の初期生育を促進

できることを示した。また、高タンパク質種子は出穂

期に窒素を追肥することで生産できることを明らかに

した。

�　水　田　作

　ア　水稲６品種を新たに育成し、命名登録中である。

　低アミロース品種として、早生・多収で北海道向き

の「上育４３３号」、糯臭が弱く短稈の「奥羽３５４号」、耐

冷性・いもち病抵抗性を持った「東北１７２号」、加工適

性が高い「北陸１８０号」の４品種を育成した。

　さらに、低グルテリン品種として大粒・多収で東北

中南部及び北陸向けの「北陸１８３号」、中国から関東に

至る地域向けの「エルジーシー１」の２品種が育成さ

れた。

　イ　湛水土中点播栽培では播種深度が浅くなっても

散播水稲に比べて耐倒伏性の低下が小さいことを明ら

かにした。

　ウ　野菜から単離した新規ディフェンシン遺伝子お

よびそれらの改変遺伝子を良食味水稲品種「どんとこ

い」に導入し、強いいもち病抵抗性を示すこと、抵抗

性が後代に遺伝することを明らかにした。

　エ　登熟温度が低いと胚乳のアミロース含量が高ま

り透明度が増す現象を利用して、登熟温度に係わらず

アミロース量が一定である登熟温度非応答性変異体を

選抜した。

�　畑　作

　ア．小麦では、めんの色が優れ小麦縞萎縮病に抵抗

性を示す「きたもえ」、赤かび病に強く製パン適性に優

れる春播小麦「はるひので」、うどん適性に優れ、早生・

多収で赤さび病に強い「ネバリゴシ」、安定多収でめん

の食感が優れる「きぬあずま」を育成した。大麦では、

雪害や倒伏に強く、精麦品質が優れた食用皮麦「ファ

イバースノウ」、大麦縞萎縮病に強く、麦芽品質に優れ

た醸造用二条大麦「スカイゴールデン」を育成した。ま

た、澱粉の粘度安定性に優れたもち性澱粉を供給でき

る「小麦中間母本農８号」を育成した。

　イ．大豆では早熟でコンバイン収穫向きの「十育２３３

号」、世界で初めての低アレルゲン品種「東北１２４号」、

ダイズモザイク病抵抗性で小粒、良質の納豆用大豆

「東山１８７号」、早熟で粗蛋白含有率が高い温暖地向け

多収品種「九州１３１号」を育成した。あずきでは、外観

品質に優れ、落葉病・萎凋病抵抗性の極大粒品種「十

育１４３号」、寒冷地向けで高品質な「十育１４４号」を育成

した。

　ウ．かんしょでは蒸切干加工用の「九州１１８号」、加

工用で高アントシアニンの「九州１３２号」を育成した。

　エ．さとうきびでは、早期高糖性で黒穂病抵抗性を

持つ「RK９０－００３９」を育成した。また、短茎、早生で

機械収穫に向いたアマランサス「ニューアステカ」を

育成した。

　オ．かんしょ「関東１１６号」の塊根に含まれる澱粉の

糊化温度は一般の品種より２０℃ 低いことを明らかに

した。かんしょの新たな加工用途が期待できる。

　カ．大麦を加熱調理する際に問題となる褐変現象に

ポリフェノール含量が大きく影響することを明らかに

した。選抜された低ポリフェノール裸麦遺伝資源は褐

変を改善するための交配母本として利用できる。
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　キ．サトウキビ酢は米黒酢や玄米酢に比べて強いラ

ジカル消去能を有する機能性食品であることを明らか

にした。サトウキビの需要拡大が期待される。

�　果　樹

　ア　１２中旬収穫が可能で、オレンジ様の香気があり

良食味なみかん「はれひめ」を育成した。

　イ　果皮の着色が少なく、有袋栽培により外観が美

しいもも「白秋」を育成した。

　ウ　甘み、香気がともに多く、食味が良好なくり「秋

峰」を育成した。

　エ　甘くて酸味が少ない秋向け用パイナップル「サ

マーゴールド」、甘くて酸味もある夏向け用パイナッ

プル「ゆがふ」を育成した。

　オ　極早生温州において、周年マルチと点滴かん水

チューブによるかん水施肥の併用により、気象条件に

左右されずに高品質果実を安定生産する技術を開発し

た。

　カ　アスファルト系乳化剤を主原料とする液体マル

チング資材の吹き付けにより、園内作業道造成後の側

面法面の土壌浸食を抑制する技術を開発した。

　キ　発がん抑制作用を有する物質であるβ－クリプ

トキサンチン、オーラプテン、ノビレチン、リモノイ

ドは、それぞれウンシュウミカン、イーチャンレモン、

キング、ユーレカレモンに多く含有されることを明ら

かにした。

　ク　りんごなどの落葉果樹の害虫であるミダレカク

モンハマキの細胞を培養する技術を開発した。この技

術を活用して、当該害虫防除に有効な天敵ウイルスを

探索できる。

　ケ　モモチョッキリゾウムシの防除に有効な天敵微

生物（黒きょう病菌系統FRM１１９）を選抜した。

　コ　一般消費者約３，５００名の疫学的調査から、１０～

２月にみかんを多く食べるグループは、あまり食べな

いグループに比べ、糖尿病や心臓病・痛風などの生活

習慣病を罹っている割合が有意に低いことを明らかに

した。

�　野菜・花き

　野菜部門では、

　ア　耐裂果性の小玉スイカ品種‘姫しずか’、高品

質・多収なヤーコン品種‘サラダオトメ’および促成

栽培用極大果性のイチゴ‘いちご中間母本農１号’を

育成した。

　イ　トマト個体群の葉面積指数及び土壌水分情報に

基づいて窒素施肥量と灌水量とを半自動調節し、個体

群葉面積、施肥量及び土壌水分環境を適正に制御する

簡易な養液土耕装置を開発した。

　ウ　地耐力の低い重粘土転換畑圃場において、重量

野菜搬出、除草剤散布、灌水、薬剤散布などの作業に

汎用利用でき、クローラ運搬車への搭載が可能な野菜

管理用アタッチメントを開発した。

　エ　水の気化潜熱を利用したイチゴの高設ベンチの

培地冷却法を開発し、晴天の最高気温時の培地温度が

５～１０℃低下でき、盛夏期に定植したイチゴの生育が

促進されて、頂花房の分化・出蕾時期が早まることを

明らかにした。

　オ　ハダニの天敵農薬で、一般に殺虫剤に弱いとさ

れているチリカブリダニの製剤の中に、多種の合成ピ

レスロイド剤に抵抗性の個体が高率に含まれるものが

あることを明らかにした。

　カ　キュウリの子葉や第１葉に炭疽病菌を処理する

ことにより、胚軸や根において複数の土壌病原菌種に

対する抵抗性を誘導できることを明らかにした。

　キ　シャロットの第１染色体をもつネギの単一異種

染色体添加系統は、高度のさび病抵抗性を示し、シャ

ロットのもつさび病抵抗性をネギに導入するための育

種素材として利用できることを明らかにした。

　ク　ハクサイ根こぶ病抵抗性のF１品種‘うたげ７０’、

‘隆徳’及び罹病性品種を判別品種とすることにより、

既存のWi１１iams法やECD法等の判別法では判別でき

なかった本菌の病原性の差異を判別しうる方法を開発

した。

　ケ　サヤインゲンに高温ストレスをかけると花粉不

稔を生じる性質を利用して、種子親に高温処理し、開

花当日に正常花粉を授粉する簡易な交配法を開発した。

　コ　サヤインゲン品種‘黒種衣笠’を種子親、‘ハイ

ブシ’を花粉親として得られる雑種に発生する不稔は

‘黒種衣笠’の細胞質雄性不稔によるものであり、F

１雑種を獲得するうえで有効であることを明らかにし

た。

　花き部門では

　ア　トレニア形質転換体の花色が、アントシアニン

生合成系の上流に位置する遺伝子と下流に位置する遺

伝子を導入した場合に異なる原因は、コピグメンテー

ションであることを明らかにした。

　イ　カーネーションの花弁から新規のアントシアニ

ン２種を単離・同定し、それらは環状に架橋されたマ

リルアントシアニンであることをを明らかにした。

　ウ　チオ硫酸銀錯塩とジベレリンを組み合わせた短

期間処理はニホンスイセン切り花の葉の黄化を抑制す

るとともに花持ちを延長させ、品質保持期間延長に著

しい効果があることを明らかにした。

　エ　ブルースターの切り花の老化にはエチレンが関
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与し、チオ硫酸銀錯塩とショ糖を組み合わせた処理に

より品質保持期間が著しく延長されることを明らかに

した。

　オ　宮城県で発生した原因不明のデルフィニウム立

枯症状に関与する病原菌をVerticillium tricorpus と

同定し、わが国では未報告の新病害（半身萎凋病）で

あることを明らかにした。

　カ　レンゲツツジとの交雑親和性が高い常緑性ツツ

ジはマルバサツキおよびサタツツジであることを示し、

これらの種を利用して常緑性で黄色の花色のツツジを

開発できる可能性を見いだした。

　キ　トルコギキョウのロゼット性の程度は、たん水

及び最低気温２５℃ 以上の高温条件で栽培しロゼット

化率を相対評価することにより、判定できることを明

らかにした。

�　茶　業

　ア　１０a当たり窒素施肥量を５０㎏に低減しても、一

番茶と二番茶新芽の遊離アミノ酸及びカテキン等の品

質関与成分含量については、処理４年後まで施肥量

１００kgに比べて差が認められないことを明らかにした。

　イ　チャの二次代謝に関与する６遺伝子座１３個の

DNAマーカーを比較することにより、主要品種‘やぶ

きた’の識別が容易で、チャ４５品種の識別ができる品

種識別技術を開発した。

　ウ　レール敷設した茶園内を自動走行して超音波セ

ンサで茶芽の生育量を計測し、データを無線 LANで

解析用 PCに送り、生育分布を解析・可視化するシス

テムを開発した。

　エ　食品成分の抗アレルギー性評価系に有効なアレ

ルゲン（ダニ抗原）特異的ヒト IgE 抗体産生 B細胞株

を樹立し、茶葉中から見出した新たな抗アレノレギー

物質が、IgE 産生 B細胞への分化誘導を抑制するスト

リクチニンであることを明らかにした。

　オ　茶葉中のエピガロカテキンガレート、エピカテ

キンガレート等エステル型カテキン類ががん転移抑制

効果を有することをヒト培養細胞系を用いて確認した。

�　蚕糸・昆虫分野

蚕糸分野

　ア　温暖地向き密植機械収穫用品種、桑農林２０号

「なつのぼり」の育成

　桑農林２０号「なつのぼり」は、「一ノ瀬」に育成系統

「No．３００１」を交雑して育成された。枝条の先枯れが

少なく、直立性で条径も細く、伐採後の再生長が旺盛

であることから、温暖地における密植栽培による機械

収穫に適する。

　イ　マルチプライマーＰＣＲを用いた新しい微粒子

病検査法

　病原の発育段階に関わらす検出が可能な新しいカイ

コ微粒子病検査法として、マルチプライマーＰＣＲ法

を開発し、従来難しかった蚕種検査も容易に行うこと

が可能となった。

　ウ　太繊度蚕品種「さきがけ」の利用ー古代絹をモ

チーフにした「福知山シルク」ー

　「さきがけ」は最大繭糸繊度が６．０dを超え、平均でも

４．５d前後の太繊度蚕品種である。素材としての繭糸

繊度特性を活かし、古墳時代前期の前方後円墳から出

土した古代絹をモチーフとして平絹を開発・製織し「福

知山シルク」と命名した。

昆虫分野

　ア　昆虫抗菌性蛋白質改変による抗炎症ペプチドの

作出

　９個のアミノ酸からなるディフィシン由来の３種の

改変ペプチドは、細菌やカビに抗菌活性を示すのみな

らず、脊椎動物に致死的な炎症作用を引き起こす腫瘍

壊死因子α（TNF－α）遺伝子の活性を抑制した。ま

たこれらの改変ペプチドはネズミのメチシリン耐性黄

色ブドウ球菌（MRSA）感染を効率よく防ぐことが出

来た。

イ　培養細胞を用いたウォルバキアの培養

　節足動物の性や生殖に変化を引き起こす細菌である

ウォルバキアWolbachiaの培養に成功した。培養細胞

株にウォルバキアを接種することにより、継代培養が

可能となった。

　ウ　硫酸化絹フィブロインの抗HIV活性

　クロロ硫酸で処理した絹フィブロインは、HIV（エ

イズウィルス）に感染したＴ細胞の細胞障害を防ぐ抗

HIV活性があることが見いだされた。このHIV活性

は硫酸化絹フィブロインが、HIV粒子のＣＤ４＋細胞

への吸着を阻害しているものと推定された。

エ　カイコの産生する抗菌性ペプチドがイネで発現

　カイコの産生する抗菌性ペプチド・セクロピンＢの

遺伝子を導入した形質転換イネは同ペプチドを効率的

に分泌し、イネ白葉枯病菌やかさ枯病菌に対して抵抗

性を示した。

�　畜　産

　ア　優良種豚の増殖をはじめとした豚の育種改良や

遺伝資源の保存に利用するため、胎子由来の繊維芽細

胞核を、ピエゾ式マイクロマニュピュレーターを用い

て除核卵子内に注入することにより、体細胞クローン

豚を作出した。

　イ　核移植のドナー胚とする牛卵割期胚を効率よく
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凍結保存するため、胚を含む４～８μ Lのガラス化液

を液体窒素に直接滴下して胚を凍結する「マイクロド

ロップレット法」を開発し、特許申請した。この方法

は牛分割期胚の凍結保存に極めて有効である。

　ウ　牛卵子の品質を遺伝子レベルで評価するため、

ジゴキシゲニン標識ＲＮＡプローブで in　situ ハイブ

リダイゼーションを行ったホールマウント標本を画像

解析し、ラジオアイソトープを用いずに牛卵子の遺伝

子発現量を調べる技術を開発した。

　エ　牛の脳機能解析に不可欠な脳定位固定装置を開

発した。この装置は頭部固定用ユニット、自動マニュ

ピュレーター、上下動可能な移動台車から構成されて

おり、子牛から成牛までの脳手術実施時の牛頭部固定

に利用できる。

　オ　近年、多発しているビタミンＡ制限給与による

筋肉水腫の発症機構を解明した。その結果、黒毛和種

去勢牛の血中ビタミンＡ濃度が２０　IU／ dL以下の場

合は、飼料摂取量が低下して低栄養状態になること、

低栄養状態の中でも、特にエネルギーに比してタンパ

ク質の摂取が不足すると筋肉水腫が発症することを明

らかにした。

　カ　水田機能の維持と飼料自給率の向上を目指して

開発された飼料イネ「関東飼２０６号」について、このイ

ネより調製したホールクロップサイレージを輸入チモ

シー乾草の代わりに泌乳牛に与えても、消化率、乳量、

乳成分及び粗飼料価指数（飼料乾物１kgあたりの咀嚼

時間）が劣らないことを明らかにした。

　キ　肥育豚に飼料米を給与し、イネの飼料化の一環

として穀実利用の可能性を検討した。その結果、飼料

米を配合した飼料を豚の肥育後期に給与することで、

１日あたり１ kgの増体が可能であること、枝肉の皮

下脂肪は白くて硬いこと、脂肪組織中のオレイン酸の

割合が高くリノール酸の割合他低くなることを解明し

た。

　ク　農林業に対し被害を及ぼす野生生物の特徴、被

害発生状況と防除対策に関する情報を農業者から専門

家まで幅広く提供するため、ホームページを製作した。

構築したホームページは監視伝染病、森林生物等と相

互にリンクし、各種情報を提供できる。

�　草地・飼料作

　ア　飼料作物の新品種として、牧草類では越夏性に

すぐれるハイブリッドライグラス「ハイフローラ」、耐

湿・耐倒性にすぐれるアルファルファ「ネオタチワカ

バ」、密度の高い草地を形成するシバ「朝萌」等を、長

大型では消化性にすぐれるソルガム「秋立」、耐倒伏性

極強のトウモロコシ「ゆめつよし」等を育成した。

　イ　数ｍｇの植物試料から効率よくエライザ法を用

いたエンドファイト検定用試料の調製ができ、幼苗の

一部からも感染の有無を検定することが出来るエンド

ファイト検定法を開発した。

　ウ　エンドファイト感染株から非感染株を作出する

方法を開発し、ペレニアルライグラスはエンドファイ

ト感染により数種の病原菌に抵抗性が強くなり、抗病

性が向上することを明らかにした。

　エ　部分耕と浅耕によるイタリアンライグラス・ト

ウモロコシのミニマムティレッジ栽培は、慣行法に比

べ省力的かつ乾物収量も同等以上であり、窒素の系外

への流出も少ないことから、環境保全的栽培に応用で

きる。

　オ　地下水中の硝酸性窒素濃度は生産性を維持した

草地緩衝帯を通過すると急速に減少し、地下水質の保

全に利用できる。

　カ　ギ酸とプロピオン酸の複合剤添加によるロール

ベールサイレージは乳酸含量が増加し、ｐＨ値、酢酸

および乳酸含量が低下し、採食性が向上する。

　キ　サイレージの好気的変敗防止を目的として作出

した組み換えキラー酵母は、サイレージ発酵過程にお

いて変敗の原因となる野生酵母の生育を阻止し、変敗

を遅らせる。

　ク　発熱・発酵させ乾燥させた牛糞堆肥はフリース

トール牛舎の敷料に利用でき、オガクズ敷料に比べて

ベッドでのクレブシエラ属細菌を少なくできる。堆肥

の循環利用による塩類濃度の上昇は木質系水分調整剤

の混合と余剰分を圃場に還元することで抑えられる。

　ケ　棚田放牧地において法面崩壊及び泥濘化を引き

起こす要因として、牧柵設置場所、過放牧及び排水不

良があげられる。この要因に配慮しながら放牧利用す

ることが重要で、特に、牧柵設置場所、放牧頭数、飲

水器には注意を払う必要がある。

　コ　メドウフェスク草地を集約放牧利用した場合の

牧草の収量と栄養価、乳牛による嗜好性、産乳量はペ

レニアルライグラスと同等であり、放牧期間中に必要

なＴＤＮの５１％を放牧草から供給できることを実証し

た。

　サ　１５～２０アールの小区画で２～３カ所に分散して

いる未利用荒廃地を、２頭で７～２０日間隔で１４回程度

牛を移動することで、放牧地として大家畜の生産に活

用できることを実証した。　

�　家　畜　衛　生

　ア　牛の丘疹性口炎、偽牛痘、緬山羊等の伝染性膿

疱性皮膚炎等のパラポックスウイルス感染症は監視伝

染病である。これらのウイルスについて、感染症のウ

第７章　農林水産技術会議 －２５９－



イルス学的迅速診断に有用なＰＣＲ法を開発すると同

時に、４種の制限酵素によるＰＣＲ－ＲＦＬＰを用い

たこれらウイルスの同定法を確立した。

　イ　ネオスポラ原虫の感染による異常産を主徴とす

る届け出伝染病、ネオスポラ症を診断するために、脳

や腎臓等、ネオスポラが高頻度に検出される部位を明

らかにすると同時に、免疫組織化学的検出のための組

織切片前処理法の至適条件を解明した。

　ウ　世界中の養鶏産業に大きな損害を与えているブ

ローラー鶏の腹水症の病理学的解析を実施した。その

結果、ブロイラー鶏の腹水症では、心臓組織病変、肝

臓組織病変が認められ、特に後者が最も高い頻度で見

られる病変であることを明らかにした。

　エ　２０００年３月にわが国で９２年ぶりに発生した口蹄

疫について、ウイルスを分離し、その遺伝子解析を実

施した。その結果、感染牛よりＯタイプの口蹄疫ウイ

ルスを分離し、そのVP１遺伝子の一部領域の系統樹

解析の結果から本ウイルスが PanAsia　Topotype に

属することを解明した。

　オ　近年、牛赤痢に関与することが示された

Brachyspira（Serpulina）に属する腸管スピロヘータ

について、野生エゾシカを対象に調査し、このスピロ

ヘータが腸炎を引き起こすこと、この腸炎スピロヘー

タ症が既に日本の野生エゾシカに広がっていること、

同一ないし類似のスピロヘータがエゾシカと牛を含む

反芻獣に感染しうることを明らかにした。

　カ　豚の計画的な生産及び交配の集中化による作業

効率の向上や作業量の低減を目的とし、プロスタグラ

ンジンＦ２αを用いた雌豚の発情同期化技術を開発し

た。そして、発情周期を繰り返している成熟雌豚にプ

ロスタグランジンＦ２αを反復投与することで発情の

同期化が可能であること、その時交配すると自然発情

時の交配と同等の繁殖成績の得られることを示した。

　キ　近年の家畜や畜産物流通のグローバル化により、

海外伝染病のわが国への侵入の危険性が増大している。

この事態に対応し、監視伝染病の最新の被害状況とそ

の学術的解説のホームページを作り、最新の情報を広

く提供できるシステムを構築した。

�　生　物　資　源

　ア　アワの遺伝的変異とその地理的分布

　アワの主要な種子貯蔵タンパク質であるプロラミン

の遺伝様式を明らかにするとともに、遺伝的多様性を

解析した。プロラミン対立遺伝子を指標とすると、中

国、朝鮮半島および日本を含む東アジアがアワの多様

性中心である。

　イ　マイクロサテライトマーカーによるニワトリ遺

伝資源の遺伝的特性評価

　ニワトリ遺伝資源の遺伝特性を明らかにするためマ

　イクロサテライトマーカーを開発した。同マーカー

は日本鶏１０品種の類縁関係を明らかにでき、ニワトリ

遺伝資源の遺伝的特性評価に有効である。

　ウ　細胞死に関わる葉緑体プロテアーゼ

　細胞死の過程で発現が減少する遺伝子を単離したと

ころ、葉緑体局在性ATP依存性プロテアーゼをコー

ドしていた。組換え体実験からこのプロテアーゼは葉

緑体の恒常性維持に必須であり、その量が減少すると

細胞死が誘導されることが示された。

　エ　イネ病斑形成抑制遺伝子 Spl ７

　第５染色体上に存在するイネの病斑形成抑制遺伝子

Spl ７を遺伝地図情報を利用して単離した。Spl ７遺

伝子は４５９アミノ酸からなる蛋白質をコードし、その

蛋白質は熱ショックタンパクの転写因子（hsf）と高い

類似性を示した。Spl ７遺伝子は生育が進むに従って

その発現が増加するとともに、高温による発現誘導が

認められた。

　オ　イネの再分化に関与しているカルレティキュリ

ンの機能解明

　イネの再分化に関与しているリン酸化タンパク質を

プロテオーム解析技術を利用して検出した。単離した

リン酸化タンパク質遺伝子はイネ・カルレティキュリ

ンであり、形質転換体作出により再分化や茎葉伸張を

抑制することを確認した。さらに、カルレティキュリ

ンの発現抑制は低温耐性と関係することを証明した。

　カ　接ぎ木によるジーンサイレンシングの移行

　転写後にmRNAが分解されるジーンサイレンシン

グ（PTGS）を示す系統に接ぎ木した非 PTGS 系統に

は PTGS が誘導され、一度誘導された PTGS は供試

PTGS 系統を非形質転換体に変えても維持された。

PTGS は上下両方向に移行するが前者の方が効率的で

あった。PTGS誘導の前後で非PTGS系統における導

入遺伝子のメチル化の程度は変化しなかった。

　キ　葉緑体熱ショックタンパク質の構成的発現によ

るストレス耐性の改良

　葉緑体内で分子シャペロンとして作用する低分子量

熱ショックタンパク質を構成的に発現させることによ

り、植物の高温ストレス耐性と光酸化ストレス耐性が

改良された。

　ク　耐塩性に関与するイネ液胞膜型Na＋／Ｈ＋ア

ンチポーターの機能

　イネの液胞膜にはNa＋／Ｈ＋アンチポート活性が

存在することを確認した。さらに、イネ液胞膜型Na

＋／Ｈ＋アンチポーター遺伝子（OsNHX１）を単離
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した。OsNHX１遺伝子の発現は塩ストレスによって

上昇することを確認した。

　ケ　ダイズグリシニンを集積した新機能性コメ

　ダイズグリシニン遺伝子をイネの主要な貯蔵タンパ

ク質であるグルテリン遺伝子のプロモーターを用いて

胚乳特異的に発現させ、グリシニンを可食部である胚

乳中に高度に集積させた組換えイネの作出に成功した。

　コ　イネ草型を制御する技術

　植物の草型制御を目的として、草丈の調節と深く関

与していると考えられるジベレリン代謝系の遺伝子、

すなわち活性型ジベレリンを不活性化する２β水酸化

酵素遺伝子（OsGA２ ox １）及び活性型ジベレリン

を合成する３β水酸化酵素遺伝子（OsGA３ ox ２）

を単離した。これらの遺伝子の発現を調節することに

より内在ジベレリン量を減少させ、イネ草丈を制御す

ることができる。

　サ　低グルテリン水稲新品種候補系統「エルジー

シー１」

　水稲「エルジーシー１（ワン）」は中生の粳種で種子

タンパク質のうち可消化性タンパク質であるグルテリ

ンが通常品種に比べて１／２以下に減少しており、タ

ンパク質の摂取制限を必要とする腎臓病患者の食事療

法用主食としての利用が期待される。

�　農　業　環　境

　ア　イオン交換樹脂を用いた土壌中の水溶態重金属

イオンの溶存形態分析法を開発し、水溶態カドミウム

のイオン形態は陽イオン画分が多く、湛水により溶存

濃度が顕著に減少することを明らかにした。

　イ　ほ場で作物を栽培しつつ、作土下に下降移動す

る浸透水の硝酸態窒素濃度やその溶脱量を簡単にモニ

タリングするための、埋設型ライシメーターを用いた

浸透水採取法を開発した。

　ウ　鱗翅目や双翅目などの様々な昆虫に対して高い

殺虫活性を示す昆虫病原性線虫 Steinernema feltiae

が本邦にも分布することを明らかにし、DNAのRFLP

解析によってヨーロッパ産のものと識別できることを

示した。

　エ　鉄キレート物質（EDTA）で抽出される鉄含量

が多い鉱さい含鉄資材の添加は、水田土壌の酸化還元

電位（Eh）を高く維持するのに有効で、含鉄量が少な

い資材の添加はEhの低下を早めることを明らかにし

た。

　オ　形態的に識別困難なため生態解明や防除法開発

が困難な炭疽病菌（Colletotrichum gloeosporioides ）と

その類縁菌をrDNA ITS領域のRFLPパターンの違い

によって識別する方法を開発した。

　カ　キュウリべと病菌のストロビルリン系薬剤耐性

菌と感受性菌では薬剤の作用点タンパク質の遺伝子に

１塩基の違いがあることを利用した PCR－ RFLP に

よって耐性菌を迅速に診断することを可能にした。

　キ　九州の灰色低地水田土壌における残留ダイオキ

シン類は、深さ０～１５cmで高濃度であり、水田土壌に

特有な鉄やマンガンが集積するすき床層（１５～２０cm

深）では塩素数の多いダイオキシン類の割合が高いこ

とを明らかにした。

　ク　黒ボク土の畑ほ場におけるN２OとNOを合計し

た総発生量は、投入窒素量の０．０６～１．４６％であり、発

生割合は、化学窒素肥料区では常にNOが多く、有機

質資材区（乾燥牛糞区を除く）ではN２Oが多いことを

示した。

　ケ　大気CO２ 濃度が上昇すると水田の田面水から

大気中へのCO２ 放出量が減少する原因は、高大気CO

２ 濃度条件では田面水中の藻類、ウキクサ等の植物が

増加し、光合成によるCO２ 吸収量が増加するためであ

ることを開放系大気CO２ 増加（FACE）実験によって

明らかにした。

　コ　鹿沼土等の天然鉱物濾材とケナフ等の有用植物

を組み合わせた水質浄化水路（バイオジオフィルター

水路）で農業集落排水二次処理水を処理することで、

効率よく窒素、リンを除去できることを確認した。

　サ　アンケート調査の解析によって、水田及び畑地

を中心とした平地の農耕地景観は山間地とは異なって

広がり感を中心に自然感／伝統感などが連動して評価

されることを解明し、これに基づいて、既存の地理情

報から平地の農耕地景観を広域的に評価する手法を開

発した。

　シ　過去に観測された精度の低い土地利用分類衛星

データをマトリックス演算によって再分類して最近の

高精度の衛星データと重ね合わせることで、農地の土

地利用変化を抽出する手法を開発した。

　ス　過去における放射能汚染調査結果を解析するこ

とにより、大気からの９０Sr・１３７Cs 降下量と米麦中の両核

種の含量の間に高い相関があることを認め、実測値と

良く一致する回帰式（汚染推定式）を導出した。

�　農　業　工　学

　農業土木分野では、

　ア　集会所建設の計画にワークショップ手法を導入

し、住民参加型デザイン決定プロセス・モデルを構築

した。また、策定事例の解析からプロセスを円滑にす

るための要点を明らかにした。

　イ　超音波センサー・データロガー・ディジタルレ

ベル・バッテリーで機器構成した携帯型装置により、
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水面の波立ちを考慮可能な簡易な水位測定方法を開発

した。

　ウ　開発した土壌硬化剤は、軽焼マグネシアとリン

酸肥料を主原料とする。セメントや石灰で固めること

が難しかった有機質土壌や高含水土壌も固めることが

できる。硬化物は弱アルカリであり、粉砕すれば土お

よびリン酸肥料として使用できる。

　エ　水温による密度変化を考慮して三次元の流速と

水温を計算することができる三次元モデルを構築した。

ダム湖などの比較的面積が小さく複雑な形状の水域に

おいても解析することができる。

　オ　農業用貯水池の洪水吐（洪水時の放流施設）用

にラビリンス堰ユニットを開発した。本ユニットは従

来型の直線堰に比べ、貯水池の貯水効率、安全性の向

上と低コスト化が可能であり、全国に多数存在するた

め池（小規模ダム）の改修時に有効である。

　カ　本システムでは対話的なユーザーインター

フェースにより、検討路線経路及び設計条件を入力す

れば、その後、路線案の各種水理特性を表示し、技術

者等が各計画路線案を２次元と３次元の地図上で評価

することが可能である。

　キ　パソコン上で、広域排水解析のデータ入力およ

び湛水域などの解析結果をグラフィック表示できるシ

ステムを開発した。本システムにより、広域排水解析

を行う現場技術者が、簡単な操作で正確なデータ作成

や解析結果の可視化が可能となる。　

　農業機械分野では、

　ア　高速作業時に機体の左右傾斜角や耕深の変動を

少なくできる三点リンク制御装置を組み込んだトラク

タ直装式の代かき機を開発した。稲株の埋没性能や砕

土性能に優れ、現行機より２０～３０％の高速で代かきが

でき、同じ車速では作業回数を３回から２回に減らせ

る。

　イ　水田用乗用管理機や乗用田植機の走行部等に搭

載して、水稲の条間及び株間を同時に機械除草できる

除草機を開発した。稲の損傷、収量への影響もなく、

作業能率（８条用）は回転・揺動式で約３３a／ h、構

造がシンプルな揺動式で約２０a／ hである。

　ウ　収穫したほうれんそう等の軟弱野菜の根部切断

と下葉除去を一工程で行える調製機を開発した。不要

な下葉等を８０％程度除去でき、９０％以上の株の根を適

正な長さに切り揃えることができる。作業能率は慣行

手作業の２倍程度である。

　エ　牛の保定や姿勢を制御することなく、歩行中の

き甲より後方の背線高の平均値を測定できる歩行通過

型背線高測定装置を開発した。背線高は歩行時と静止

時との差が小さく、体高や十字部高と相関が高く、本

装置で育成牛の発育を簡易に把握できる。

　オ　傾斜果樹園における園内道整備計画をパソコン

上で簡易に作成できる支援システムを開発した。園内

道の路線延長や勾配を表示でき、園地の鳥瞰図表示に

より園地状況や園主の意向に応じた整備計画を効率的

に作成するのに有効である。

�　食　品

　ア　ＮＭＲイメージングを用いた非破壊測定により、

パンの内部構造を可視化して評価する事が可能となっ

た。発酵の進行に伴う気泡及びグルテン膜の形成や、

焼成後のグルテンネットワークの様態が非破壊で観察

できる。

　イ　官能評価パネルを選抜・訓練するための評価能

力解析用プログラムを開発した。表計算ソフトウェア

のデータシートに、３試料以上を反復評価したデータ

を入力すると、官能評価パネル全体及び各パネリスト

の評価能力に関する統計量が計算され、図表が自動出

力される。

　ウ　米飯１粒の硬さ及び粘りを、２種類の圧縮試験

により表層と全体とに分けて測定する技術を開発し、

米飯物性を詳細に解析し、表層の硬さがタンパク質含

量と、表層の付着量が炊飯米の粘りと相関がある事を

解明した。

　エ　回動装置を用いて穀物表面に均一に低エネル

ギー電子（ソフトエレクトロン）ビームを照射する技

術を開発した。これにより品質劣化を起こさずに穀物

を殺菌することが出来る。

　オ　マイクロマシーニング技術を利用し、均一な貫

通孔が効率的に集積した貫通型マイクロチャンネル基

板を作製した。断面が長方形状の貫通型マイクロチャ

ンネルを介して分散相液体を連続相液体に圧入するこ

とで、高生産速度で単分散水中油滴型エマルションが

生産できる。

　カ　ナノ濾過膜を用いて、植物資源由来のオリゴ糖

を分離精製するシステムを開発した。これによりキク

イモ、ヤーコン、ダリア、チコリ等に含まれるフラク

トオリゴ糖を有効利用する事ができる。

　キ　食品成分の抗アレルギー性評価に必要なアレル

ゲン特異的ヒト IgE 抗体産生Ｂ細胞株を、細胞融合法

により樹立した。この細胞が産生する IgE 抗体は、ダ

ニ抗原に対して特異的である。

　ク　玄米の９種類の微量元素（Mn、Zn、Fe、Rb、Cu、

Mo、Ba、Sr、Ni）組成を統計的に解析し、同一産年

のコシヒカリの産地を東北産、関東産、北陸産と判別

する技術を開発した。
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　ケ　生鮮農産物の検疫処理における臭化メチルくん

蒸の代替法として放射線照射が有効であるが、放射線

感受性の高いキクの切り花では、しおれ、褐変等の放

射線障害が問題となる。そこで、活け水に糖を添加す

る事により放射線障害を防止する技術を開発した。

　コ　放線菌 Streptomyces lividans において、スト

レプトマイシン耐性変異株よりもジェンタミシン耐性

変異株から抗生物質高生産変異株をより効率的に取得

できた。リボゾーム蛋白質 S１２をコードする rpsL 遺

伝子に部位特異的変異を導入し、従来（K８８E）より強

く抗生物質生産を誘導する変異を複数（L９０K、R９４G

等）発見した。

　サ　遺伝子組換え（ＧＭ）農産物及びそれ由来の食

品に対する表示の適正化に向け、ＧＭ大豆及びＧＭト

ウモロコシを高感度で検出できる定性的なMultiplex 

PCR 法と定量的な real　time － PCR法とを開発した。

�　国　際　農　業

　ア　世界的な小麦の最重要病害である小麦赤かび病

について、日本と中国の抵抗性品種の雑種Ｆ１に由来

する半数体倍加系統を用い、関与する抵抗性遺伝子の

数を推定するとともに、両品種のもつ抵抗性遺伝子を

集積した系統が作出できることを明らかにした。

　イ　インドネシアの醤油様大豆発酵調味液ケチャッ

プの麹製造用に、Aspergillus 属の有用株から紫外線

照射により白色変異株を作成し、アフラトキシン生産

菌との識別が容易な安全なスターター（種菌）を開発

した。

　ウ　東北タイ砂質畑地帯において、不耕起栽培は土

壌浸食防止、雑草発生の抑制および土壌水分の保持に

有効であり、不耕起栽培における作物の出芽と生育は、

雨期、乾期ともに耕起栽培よりも優れていることを明

らかにした。

　エ　メコンデルタの水稲潤土直播栽培において、最

高収量が得られる播種量は慣行播種量より少ない５０～

１００kg／haであり、収量向上と種子購入費用の節減が

できる最適播種量を明らかにした。

　オ　イオウ（S）欠乏による生育阻害が起こりやす

いブラジル東北セラードのダイズ栽培において、イオ

ウ（S）必要量を収量および種子蛋白質組成に着目し

て調査し、葉または種子の S含有率を指標とする栄養

診断基準を開発した。

　カ　東南アジアで盛んな沿岸域のエビ養殖が環境に

与える悪影響を軽減するため、養殖池からの排水をマ

ングローブ植林地に導入し、その高い窒素除去能によ

り環境負荷を低減できることを明らかにした。

　キ　東南アジア各国への蔓延が懸念されているパパ

イア奇形葉モザイクウイルス（ＰＬＤＭＶ）の全塩基

配列を解読することにより、その遺伝子構造を明らか

にし、精度の高い遺伝子診断を可能とした。

第４節　特別研究等の推進

　特別研究は、経常研究で対処し得ない規模で、行政

上の要請が強いもの及び新研究分野又は新技術開発を

急速に促進する必要があるものである。

１　作物対応研究

�　麦類の高品質・早生化のための新品種

　　　　育成及び品質制御技術に関する緊急研究　

　　　　（平成１１～１３年度）（予算額５億３，０００万円）

　我が国の麦は、生産性の高い水田営農を確立する上

で重要な地位を占めている。しかしながら、国産麦の

品種は、例えばASWと比較して製めん適性等が劣っ

ているものが多いとされるなど、概して輸入麦に及ば

ない状況にある。

　このため、製粉性や加工適性に優れた高品質品種、

梅雨前の収穫が可能な早生品種等の育成を実需者との

連携のもとに緊急に行う。また、新品種等の高位安定

生産技術の確立、品種特性の向上を図るためのブレン

ド技術及び新たな利用技術の開発を行う。さらに新品

種育成と並行して、優良品種の早期選抜や色相等の品

質制御技術を確立するための研究を行う。

　平成１２年度は、①地域特性に応じた、収穫時期の前

進化が可能な早生品種、穂発芽耐性品種、良粉色・高

加工適性品種等の育成、②品種特性に応じた、熟期の

促進や品質制御等を含む地域別高品位安定栽培技術の

開発、③小麦高品質化のためのブレンド技術の確立、

新品種の利用技術の開発について研究を実施した。

�　転作作物を中心とした高品質品種の育成

と省力生産技術の開発　　　　　　

　　　　（平成１１～１７年度）（予算額４億１，０００万円）

　食料の安定供給を図るため、重要な品目について可

能な限り国内生産を維持・拡大していくことが重要で

あり、大豆、飼料作物等の転作作物の生産の展開を図

るには、需要の動向を踏まえつつ、一層のコスト低減

と品質向上を推進し、水田営農の高度化を図る必要が

ある。

　このため、大豆等の転作作物を中心に機械化収穫に

適した品種の育成や飼料特性に優れたホールクロップ

サイレージ用イネの育成等を行う。また、普通畑作物

を対象として、てんさいの直播、ばれいしょの種子化、
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甘しょの直播、さとうきびの側枝苗の活用のための新

品種の開発と超省力技術の開発等を実施する。また、

水田・畑作の立地条件等に対応した高収益な営農シス

テムを開発する。

　平成１２年度は、①水田を利用した大豆、資源作物等

の高品質・安定生産技術の開発及び新規形質・高品質

品種の育成と新用途の開発、②新規形質飼料作物の育

成と広域流通を可能にする調製・流通・利用技術の確

立、③飼料特性を備えたイネの、ホールクロップサイ

レージとしての活用等による資源循環型生産・利用シ

ステムの開発、④北海道におけるてんさい、ばれい

しょ等の高収益・省力・環境保全型大規模輪作技術の

確立、⑤九州におけるかんしょ、さとうきびを中心に

した高収益・資源循環利用型畑輪作技術の確立につい

て研究を実施した。

　　　�　画期的新品種の創出等による次世代稲作

　　技術構築のための基盤的総合研究　

　　（平成７～１６年度）（予算額３億３，２６０万７千円）

　農業の国際化と労働力の減少・高齢化及び消費者ニ

ーズの高度化・多様化が進行する中で、今後、我が国

の稲作は高品質化はもとより大幅な省力化及び低コス

ト化を図り、国際競争力を強化するとともに、環境保

全の視点から、農薬等化学資材の使用量を合理的に減

じた低投入型の栽培技術の確立を目指す必要がある。

　このため、複数の病害虫や冷害に強く、雑草耐性を

有し、直播適性が高く、高品質多収な品種等新たな特

性を有する画期的新品種の創出を中心として、水稲の

生理生態やストレス耐性・病害虫抵抗性の解明等によ

り、経営の大規模化や直播、低投入栽培等に対応した

次世代水稲生産技術の開発を行う。

　平成１２年度は、①新しい育種法の開発と新たな特性

を有する画期的新品種の育成、②水稲の生理生態や冷

害耐性・病害虫発生抑止機構の解明、③経営の大規模

化や直播、低投入栽培等多様な栽培様式に適合した生

産技術の確立、④米の品質向上のための生理条件を解

明するとともに、高品質流通・貯蔵技術の確立につい

て研究を実施した。

�　未来型軽労化農業技術確立のための

　　　　　基盤技術開発に関する総合研究

　　　　（平成６～１４年度）（予算額１億５，５１６万６千円）

　急速な発展を遂げている高度情報処理技術に人間工

学的知見を取り入れた農作業技術の開発、作物や圃場

等の状態を正確に把握しそれに応じて栽培管理をきめ

細かく行う精密圃場管理技術の確立を図る。

　平成１２年度は、①作物・圃場管理のための共通基盤

技術の開発、②水田転作における圃場管理技術の開発、

③畑・飼料作における圃場管理技術の開発について研

究を実施した。

�　画期的園芸作物新品種創出による超省力

栽培技術の開発　　　　　　　　　

（平成９～１６年度）（予算額１億８，４６７万４千円）

　国際化等に対応し得る園芸産地を育成するためには、

高糖、良食味等の消費者ニーズに即した形質と省力

化・軽作業化を可能とする形質を併せ持った画期的新

品種の育成とその品種を軸とした新たな省力栽培技術

を開発することが必要である。

　このため、主幹に着果するリンゴ、隔年結果性の強

いカンキツ、単為結果性のナス、短節間トマト、超多

収・芳香性キク、カーネーション等省力化形質を有す

る品種の育成とその生理特性を活かした省力・高品質

栽培技術を開発する。

　平成１１年度は、①リンゴのカラムナー品種（主幹に

着果する品種）の育成及び生育・結実とホルモン動態

の解明、②隔年結果性の強いカンキツ系統及び台木の

探索と特性解明及び結実負荷による樹体の栄養・物質

動態の解明、弱毒ウイルスの干渉効果の解明及び耐病

性付加技術の開発、③わい性モモ品種の育成と低樹高

栽培技術の開発及び低温要求等生体反応の解明による

超早期出荷技術の開発、④イチゴの省力果房品種の育

成と高設栽培による周年栽培技術の開発、ナスの単為

結果性品種の育成と草姿調節技術の開発、トマトの短

節間品種の育成と苗の老化抑制等による高品質生産技

術の開発、⑤キク等花きの超多収、芳香性品種の育成

と光質制御・昼夜温較差による生育、開花調節技術の

開発について研究を実施した。

２　畜産対応研究

�　多様な自給飼料基盤を基軸とした次世代

　　　　乳肉生産技術の開発　　

　　（平成１０～１５年度）（予算額１億６，８４７万４千円）

　自給飼料基盤の強化を通じて我が国畜産経営の体質

強化を図るため、栄養価が高く暑さや寒さに強い新型

牧草の育成、自給粗飼料の給与による品質、風味等の

向上技術等を開発するほか、特に、放牧を進める上で

の大きな問題となっているピロプラズマ病のワクチン

の開発や、牛の行動習性等を利用した超省力放牧シス

テムの開発等を行う。

　平成１２年度は、①栄養価及び環境耐性等に優れた新

型牧草の育成と利用技術の開発、②乳肉の品質、風味

等を向上させる自給飼料給与技術の開発、③放牧病の

防止技術及び家畜の行動生態の高度利用による超省力
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放牧システムの開発、④分散ほ場に対応したダイレク

トTMR（混合飼料）調製技術、資源循環型畜産経営

モデル等の開発を行った。

�　繁殖技術の高度化に基づく新乳肉複合

子牛生産技術の開発　　　　　　

　　（平成７～１２年度）（予算額１億１，４０９万７千円）

　我が国の畜産業は、平成３年度の牛肉輸入自由化や

平成５年度のウルグァイ・ラウンド農業合意後の新た

な国際状況下にあって、一層の低コスト化と高品質化

を図りながら国際競争に耐え得る経営の体質強化を推

進することが緊急の課題となっている。

　肉牛生産において、受精卵移植の普及は、高能力肉

牛の増産や子牛の計画生産を通じて畜産物の低コス

ト・高品質化に大きく貢献するものと期待されている。

しかしながら、現在の受精卵移植に関しては、未受精

卵の体外受精から分娩に至るまでの成功率は低く、ま

た供給卵そのものが不足しているといった問題があり、

量的かつ質的にも大幅な改善が望まれている。

　そこで、本研究では、これら繁殖技術の高度化に基

づく優良牛肉の安定生産を図るため、牛の生殖細胞に

おける分化機構を遺伝・生理学的に明らかにするとと

もに、未受精卵の大量採取、早期胚の死滅防止技術の

開発等に関する研究を実施し、産肉性に優れた肉牛を

効率的に作出する技術開発を行う。

　平成１２年度は、①ホルモン投与等により卵巣機能を

制御した、未受精卵の大量採取技術の開発、②精子に

おける雄に特異的な遺伝子の検索と構造・機能の解明、

③１個の受精卵から複数の移植可能卵を作出するため

の継代核移植技術の開発、④移植胚の早期死滅の原因

を生理・生化学的に解明し、妊娠を適切に維持するた

めの栄養管理技術の開発するための研究を行った。

�　組換えサイトカインによる家畜疾病

　　　　　防除技術の開発

　　（平成９～１４年度）（予算額１億６，４６３万７千円）

　家畜の疾病に関しては、ワクチンや抗生物質による

治療が行われているが、現行の技術では、未だに十分

な防除効果が得られない疾患もあり、家畜飼養上の問

題となっている。

　このため、産学官が研究を分担し、免疫機能を高め

る生理活性物質であるサイトカインに着目して、その

効率的生産技術や、サイトカインを利用した家畜疾病

の新しい診断・予防・治療技術開発を実施した。　　　

�　プリオン病の病態発生機能の解析

　　　　（平成９～１４年度）（予算額８，１３３万４千円）

　牛の海綿状脳症（狂牛病）及び羊のスクレイピーは

人のクロイツフェルト・ヤコブ病とともに、プリオン

病と呼ばれている。

　本研究ではプリオンタンパク質の構造と機能、異常

化プリオンタンパク質の動態などを解明し、プリオン

病の早期・生前診断法開発を実施した。

�　ルーメン共生微生物研究

　　　　（平成５～１２年度）（予算額６，７７６万４千円）

　牛、羊等の反趨胃に生息する多種多様な共生微生物

の機能の有効活用が可能となれば、家畜の生産性の飛

躍的向上、新たな機能性食品の開発、地球環境問題の

解決等に資するものと期待される。このため、本研究

では、ルーメン微生物の未知の有用形質の探索、遺伝

地図の作成、遺伝子組換え等により新たな能力を有す

る微生物の開発を行う。

　平成１２年度は、①ルーメン微生物の未知の有用形質

の探索、②遺伝子地図の作成、③遺伝子組換えによる

有用微生物の開発を行った。

３　現場即応研究

�　行政対応特別研究

　　　（平成１１年度～）（予算額５億９５８万４千円）

　平成１２年度に実施した行政対応特別研究は２１課題で

あり、うち従来からの研究１５課題、１２年度から新規に

開始した研究６課題である。各課題名及び担当場所は

表３のとおりである。なお、※印を付けた課題は平成

１２年度から新規に研究を開始したものである。このほ

か、災害時を含めて年度途中において生じた問題で緊

急に解決を要する問題については緊急調査研究により

対処しており、平成１２年度の概要は表４のとおりであ

る。

第７章　農林水産技術会議 －２６５－

表３　平成１２年度実施行政対応特別研究

担当場所課題名

九州農業試験場、農業研究
センター、蚕糸・昆虫農業
技術研究所、国際農林水産
業研究センター

１　水田生態系におけるス
クミリンゴガイの総合的
管理技術の開　平成９年
度～１２年度

食品総合研究所、農業研究
センター、北海道農業試験
場、北陸農業試験場、中国
農業試験場

２　米の流通・消費の多様
化に対応した新食味評価
手法の開発　平成１０年度
～１２年度

森林総合研究所３　ナラ類の集団枯損機構
の解明と枯損防止技及び
予防技術の開発　平成１０
年度～１３年度

農業総合研究所、農業研究
センター、国際農林水産業
研究センター

４　ＷＴＯ体制下における
　安定的食料供給システム
　の構築に関する研究　平
　成１０年度～１２年度　　　

農業環境技術研究所、農業
研究センター、国際農林水
産業研究センター

５　高精度観測衛星を利用
した地球温暖化等に伴う
アジアの食糧生産変動の
予測手法の高度化　平成
１０年度～１３年度　　



表４　　平成１２年度実施緊急調査研究

　　　　課題名　　　　　　　　　　　　担当場所　　

　南九州地域における口蹄　　　　　　　家畜衛生

　疫ウィルス浸潤実態の緊　　　　　　　試験場

　急疫学調査研究

�　農林水産物における病原性大腸菌等の

汚染防除に関する研究　　　　　

　　　　（平成９～１３年度）（予算額１，３３９万８千円）

　食を供給する立場からは、消費者が安心して食品を

摂取することのできるような生産加工流通システムを

構築することが急務となっていることから、家畜及び

その周辺環境における大腸菌の生存状況の解明、清浄

化技術の開発及び農林水産物の微生物管理技術の高度

化を実施した。

　　　�　我が国周辺海域における漁業資源の　　　

変動予測技術の開発　　　　　

 ���� （平成１２～１７年度）（予算額１６，３７３万５千円）

　浮魚類の多様性や資源を維持していくためには、漁

獲可能量（ＴＡＣ）を科学的な根拠に基づいて設定し、

資源の保存管理を行うことが急務となっている。

　このため、環境変動が生物生産力と漁業資源変動に

及ぼす影響の解明や産卵場形成と幼稚仔魚の輸送環境

の変化が加入量変動に及ぼす影響の解明の研究を実施

し、資源変動の高精度予測技術の開発とともにこれに

基づいた漁業資源管理技術の高度化を図った。

�　スギ材の革新的高速乾燥システムの開発

　　（平成１２～１６年度）（予算額８，１６６万４千円）

　我が国人工林の約６割を占めるスギは、高い含水率

や水分が抜けにくい性質のため、乾燥コストは他樹種

よりも格段に割高である。このため、未乾燥が大半を

占める国産スギ材は、低廉で入手が容易な輸入乾燥材

（集成材等）にシェアを奪われ、需要の低迷が続いて

いる。

　このため、圧力制御下における水分除去と木材物性

に係る最新の知見を活用し、乾燥日数が従来の数分の

一に短縮可能な高速乾燥システムの開発を行う。

　平成１２年度は、①丸太段階での材質評価による材の

用途に応じた乾燥方法の確立、②最適乾燥条件の設定

に向けた圧力・温度等の条件の解明、③高温・高圧処

理による木材変成プロセスの解明及び従来にない高速

乾燥法と乾燥機の開発、④木材特性や用途に応じた革

新的な乾燥処理システムの確立及び乾燥処理における

大幅な効率化・低コスト化の実現のための研究を行っ

た。
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農業研究センター、農業工
学研究所、九州農業試験場

６　農村における多目的水
利用の解明と最適利用技
術の開発　平成９年度～
１２年度

中央水産研究所、瀬戸内海
区水産研究所、西海区水産
研究所、日本海区水産研究
所

７　種苗放流が生物多様性
に与える影響に関する研
究　平成９年度～１２年度

農業総合研究所、農業研究
センター

８　有機性資源の循環利用
システムの確立に関する
研究　平成１１年度～平成
１３年度

農業総合研究所、国際農林
水産業研究センター

９　農業政策評価及び農産
物市場予測のための国際
的計量経済モデルに関す
る研究　平成１１年度～平
成１２年度

野菜・茶業試験場１０　スイカ果実汚斑細菌病
の防除技術の開発　平成
１１年度～平成１３年度

農業環境技術研究所１１　ダイオキシン類の野菜
等農作物可食部への付
着・吸収実態の解明　平
成１１年度～平成１３年度

家畜衛生試験場、畜産試験
場、草地試験場

１２　　サルモネラ等に対す
る畜産物の生産段階にお
ける安全性確保技術の開
発　平成１１年度～平成１３
年度

養殖研究所、中央水産研究
所、日本海区水産研究所、
瀬戸内海区水産研究所

１３　魚介類の新興及び再興
感染症の病害防除技術の
開発　　平成１１年度～平
　成１３年度

畜産試験場、北海道農農試
験場、東北農業試験場、九
州試験場

１４　肉用牛からのメタン産
生抑制技術の開発　平成
１１年度～平成１３年度

農業研究センター１５　新規水田転作作物ケナ
フの栽培・収穫・調製技
術の開発　平成１１年度～
平成１３年度

農業工学研究所１６　中山間地域等の農地基
盤の適正管理のための情
報管理分析システムの開
発※　平成１２年度～平成
１４年度

農業環境技術研究所、農業
研究センター、北陸農業試
験場、野

１７　農用地土壌から農作物
へのカドミウム吸収抑制
技術等の開発に関する研
究※　平成１２年度～平成
１４年度

菜・茶業試験場家畜衛生試
験場、畜産試験場

１８　飼料由来消化管内生産
物の家畜に対する影響と
動態解明※　平成１２年度
～平成１４年度

森林総合研究所、国際農林
水産業研究センター

１９　林産物貿易自由化が持
続可能な森林経営に与え
る影響評価※　平成１２年
度～平成１４年度

中央水産研究所、養殖研究
所、水産工学研究所、さけ・
ます資源管理センター

２０　外来魚コクチバスの生
態学的研究及び繁殖抑制
技術の開発※　平成１２年
度～平成１４年度

四国農業試験場、野菜・茶
業試験場

２１　レタスの土壌伝染性病
害発生抑制技術の開発※
平成１２年～平成１４年度



４　環境研究

　�　農林水産業における内分泌かく乱物質の

　　　動態解明と作用機構に関する総合研究　

　　　（環境ホルモン研究）

　　　（平成１１年～１４年度）（予算額６億６，０００万円）

　内分泌かく乱物質は環境中に長期間残存し、ごく微

量で人や野生生物に対し生殖障害等を引き起こす可能

性があることから、農林水産業における影響実態の把

握、環境中での動態解明、農林水産生物への作用機構

の解明を行い、これらの知見に基づいた同物質の分

解・無毒化等による影響防止技術を開発するとともに、

ダイオキシン類について、農耕地等の汚染地域からの

移行動態等の解明及び効果的な移行・拡散防止技術の

開発を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　持続的農業推進のための革新的技術開発に

関する総合研究　　　　　　　　　　

 ����� （平成１０～１５年度）（予算額３億８，５７５万円）

　農業からの環境負荷を低減し、環境と調和した持続

性の高い農業生産を推進する上で必要となる革新的技

術、現場に適合した技術の体系化及び環境への影響を

定量的に評価する手法の開発を一体的に実施する。

　平成１１年度は、①環境負荷低減のための革新的農業

技術の開発、②環境負荷低減のための病害虫群高度管

理技術の開発、③環境影響評価のためのライフサイク

ルアセスメント手法の開発について研究を実施した。

�　森林、海洋等におけるＣＯ２収支の評価の

高度化　　　　　　　　　　　　　　

 ����� （平成１１～１４年度）（予算額１億３，８５５万円）

　気候変動枠組み条約京都議定書において、温室効果

ガス吸収源の取扱いの詳細は、今後の会合で検討する

こととされている。この検討等に必要な知見の集積を

図るため、我が国の森林及び海洋におけるＣＯ２の収

支に係る様々な要因を解析・整理し、森林及び海洋の

ＣＯ２固定能の高精度な評価手法を開発するとともに、

この手法に基づく推計を行い、今後の国際交渉等への

対応及び森林、海洋の持つ公益的機能に対する国民理

解の醸成に資する。

　平成１２年度は、①森林におけるＣＯ２収支の総合評

価に関する研究、②海洋におけるＣＯ２収支の総合評

価に関する研究を実施した。

�　農林水産業及び農林水産物貿易と資源・

環境に関する総合研究　　　　　　

 ���� （平成８～１２年度）（予算額１億３４４万３千円）

　農林水産物の貿易量の増大に伴い、各国の農林水産

業は生産構造が大きな影響を受けており、農林水産業

及び農林水産物貿易と資源や環境との関連が国際的に

論議されている。このような中で、農林水産業の持続

的な生産を可能とするためには、環境と調和のとれた

農林水産業と貿易のあり方について国際的な合意形成

を図る必要がある。このため農林水産業及び農林水産

物貿易が資源・環境に与える影響について、国際比較

が可能な客観的な評価指標（マクロインディケ－タ－）

を作成し、それを基に資源・環境が受ける影響の評価

を行う。

�　２１世紀を目指した農山漁村におけるエコ

システム創出に関する技術開発　　

 ���� （平成１２～１６年度）　（予算額４億９，５００万円）

　２１世紀に向けた環境調和型社会を実現するため、農

山漁村においては、農業生産活動等に伴う有機性資源

の循環システムを構築することが重要な課題となって

いる。このため、本研究では、民間との十分な連携の

下に、農山漁村由来の家畜排せつ物、木質系廃棄物等

有機性資源の適正処理技術とリサイクル技術の開発、

実用化を加速するための実規模実証研究等を実施する。

　平成１２年度は、①有機性資源の適正処理技術の開発、

②有機性資源のリサイクル技術の開発、③農山漁村に

おける有機性資源のリサイクルシステムの構築につい

て研究を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　

５　総合研究

�　先導的技術実用化促進のための研究

 ���� （平成７年度～）（予算額４億５，５７１万４千円）

　地域農業の現状と展開方向を踏まえて、現場の実態

に即した先導的な技術体系を確立するために、地域農

業試験場等が、直接地域農業の現場で、現地関係者と

の連携のもと、地域農業試験場等で蓄積された個別技

術を体系化・実用化するための研究を総合的に実施し

ている。

　平成１２年度は、２０継続課題に加え下記の２課題を実

施した。

　・非破壊センシングを活用した品質本位リンゴの省

　力生産・流通システムの開発

　　平成１２年度～１６年度　東北農業試験場

　・東海地域における快適で環境負荷低減を目指した

　施設野菜生産システムの確立

　　平成１２年度～１６年度　農業研究センター

�　農村経済活性化のための地域資源の

活用に関する総合研究　　　　

 ��� （平成１１～１４年度）（予算額１億１，９２２万５千円）

　我が国の農村経済活性化を図るためには、それぞれ

の農村の地域資源の持つ農業生産力、国土・環境保全
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能力、農村としての快適性等を最大限に活用する手法

の開発が喫緊の課題となっている。このため、地域資

源の評価手法の開発、地域資源の多面的機能高度化の

ための整備・管理手法及び利用システムの開発及び地

域資源活用を考慮した農村の活性化方策の策定支援シ

ステムを開発する。

　平成１２年度は、①森林観光レクリエーションに関わ

る資源・施設の地域ポテンシャルの算出方法、②小学

校における「農業体験学習」の基本類型パターン、義

務教育で取り上げられた農業・農村の変遷、③計量経

済モデルによる農地面積の将来予測、ファーム・イン

の希望宿泊料金推定モデル等の研究を実施した。

�　増殖情報ベースによる生産支援システム

開発のための基礎研究　　　　　　

 ����� （平成９～１４年度）（予算額９，８３５万０千円）

　農林水産業に関する情報は、特有の複雑さを有する

ことから、迅速かつ的確な判断を可能とする情報シス

テムを開発し、生産や経営管理の高度化を図ることが

必要となっている。

　このため、先端的情報技術を応用し、事例等の情報

を自動収集・蓄積するほか、利用するに従って新たな

事例が追加される増殖情報ベースの構築等のための基

盤技術開発を実施した。

６　先端技術開発研究

�　２１世紀グリーンフロンティア研究

 ���������������� （平成１１～１７年度）

　遺伝子組換えやクローン技術等の革新的な技術を駆

使して、２１世紀の食料・環境・エネルギー問題の解決

や新産業創出の基盤を確立するため、世界の最先端を

走るイネ・ゲノム研究による有用遺伝子の特許化を加

速するとともに、これらの遺伝子を利用した新たな植

物、動物、食品及び有用物質生産手法の基礎となる技

術を開発する。

　ア　遺伝子組換え及びクローン技術による画期的な

　　　動植物の開発

（平成１１年～平成１７年度）（予算額６億２，４９８万４千円）

　食料生産力の維持・増進、優良農畜産物の生産、持

続的農業技術の確立、さらには新産業創出に貢献する

ために遺伝子組み換え技術による画期的な植物の開発、

及びクローン技術の高度化・安定化のための基礎的な

メカニズムの解明を行う。

　平成１２年度は、①遺伝子組み換え技術を応用した次

世代型植物の開発に関する研究として３つの大課題に

ついて研究を実施するとともに、②体細胞クローン動

物における個体発生機構に関する研究として４つの大

課題について研究を実施した。

　イ　植物・動物・昆虫を用いた有用物質生産系の

　　確立

 ����� （平成１１～１６年度）（予算額３億１，１４３万円）

　これまで医薬品等の有用物質生産において利用が進

んできた微生物に代えて、遺伝子組換えを行った植物、

動物等を用いることにより、従来は不可能であった

様々な糖鎖と結合した生理活性の高いタンパク質等の

有用物質を効率的に生産する技術を確立し、農林水産

業における新たな産業分野の創出に資する。

　�　植物を用いた有用物質生産技術の構築

①高機能性ペプチド遺伝子を導入した新機能性作物

の開発

②新保健性価値を付与した作物の開発

③動物有用遺伝子産物の大量生産系の開発

　�　動物を用いた有用物質生産技術の構築

①効率的遺伝子導入技術の開発

②クローン技術を用いた形質転換家畜作出技術の開

発

　�　昆虫を用いた有用物質生産技術の構築

①バキュロウイルス等を用いた新たな有用物質生産

技術の開発

②「昆虫工場」に関する基盤技術の開発

③「昆虫工場」のシステム化

�　有用物質の精製技術の構築

�　パイオニア特別研究

　平成１２年度に実施したパイオニア特別研究は、４７課

題（提案公募型４２課題を含む）である。各課題名、担

当場所及び予算額は表５のとおりである。
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表５　平成１２年度実施パイオニア特別研究

担当場所課題名及び予算額

農業研究センター、農
業生物資源研究所、農
業環境技術研究所、　
畜産試験場、草地試験
場、果樹試験場、　北
海道農業試験場、東北
農業試験場、北陸農業
試験場、中国農業試験
場、　九州農業試験場、
農業工学研究所、蚕
糸・昆虫農業技術研究
所、家畜衛生試験場、
食品総合研究所、国際
農林水産業研究セン
ター、森林総合研究所、
中央水産研究所、養殖
研究所

１　提案公募型研究
　平成１１～１４年度６億１２５�万円

果樹試験場、野菜・茶
業試験場、食品総合研
究所

２　細胞生理機能の解明による
果実の成熟制御技術の開発　
平成９～１２年度

���������１，３４４万３千円



�　バイオテクノロジー先端技術シーズ

培養研究　　　　　　　　　　

 ����������� （予算額１億２，２５８万６千円）

　今後、急速な発展が予測されるバイオテクノロジー

先端技術の開発の円滑な推進を図っていくためには、

常に次の段階の技術開発を先導するシーズ（萌芽）の

培養が極めて重要であり、将来この分野の技術を先導

する可能性の大きい先行的な基礎的、学際的研究を対

象として国内外の大学に委託して研究を推進している。

　平成１２年度は、以下の課題を実施した。

国内型

　①　植物機能における刺激応答についての分子学的

　　研究（平成１１～１５年度）

　②　デノボデザインによる酵素分子の創製に関する

　　基礎研究（平１２～１６年度）

　③　神経・免疫・内分泌ネットワークに関する研究

　（平成１０～１４年度）

海外型

　①　抗病性向上のための免疫・神経系相互作用の分

　　子機構の解明（平成１１～１３年度）

　②　植物の生理機能制御機構の分子学的解明

　　　（平成１１～１３年度）

�　組換え体の産業的利用における安全性確保に

関する総合研究　　　　　　　　　　　

 ���� （平成１１～１５年度）（予算額　２億２千万円）

　実用化を目指した組換え体の開発が急速に活発化し

ている中で、これらを円滑に事業化していくためには、

新しい技術に対応した安全性に関する科学的知見の蓄

積及び評価手法の高度化が急務になっている。また、

安全性の確保に対する消費者の要請が高まっており、

これらに対し、的確に情報を提供していくことが必要

であるあることから、平成１２年度は、①農林水産・食

品分野で実用化が想定される組換え農作物等の安全性

評価手法の開発②安全性評価に必要な主要作物につい

ての基本的な情報のデータベース化③組換え農作物由

来食品からのＤＮＡの検出技術の高度化④民間、大学、

消費者等の要請・提案に対応する公募型調査研究⑤海

外諸国における組換え体の利用と規制等に関する調査

研究⑥組換え体の商業化に関する消費者意識と開発者

意識の調査を実施した。

�　組換えＤＮＡ技術の産業化のための開発研究

（平成１２～１３年度）（予算額１億１，１０９万７千円）

　我が国で行われている組換えDNA技術の多くは、

諸外国の所有する基本特許に依存していることから、

今後、我が国において組換え植物等の実用化を促進す

る上で、重大な支障が生じることが懸念されている。

このため、組換えDNA技術の基本である遺伝子の導

入技術等について、最新の海外関連情報の収集・分析

等を行いつつ、外国の特許に抵触しない独創的な次世

代の組換えDNA基本技術の開発を行う。

　平成１２年度は、①高度遺伝子導入技術の開発、②相

同組換え技術の開発、③高度形質転換株選抜技術の開

発に関する研究を行った。

�　植物の代謝系遺伝子を活用した新雑草

防除技術の開発　　　　　　　　

 ��� （平成９～１４年度）（予算額１億８，５１９万６千円）

　近年、環境保全型・高付加価値型農業に対する期待

が高まっており、除草剤使用量の削減を通じた、環境

負荷が少なく安全性の高い省力的な雑草防除体系の確

立が緊急の課題となっている。このため、産学官の連

携により、雑草防除に応用できる植物代謝系の解明と

その遺伝子解析等の基礎的先導的な研究を進める必要

がある。また、その成果を民間企業に円滑に移転する

ことにより、我が国独自の除草剤と当該除草剤により

生育上影響を受けない遺伝子組換え作物を開発し、こ

れらを組み合わせた除草剤使用を最小限にする新しい

雑草防除技術の確立を推進する。

　　平成１２年度は、①植物代謝系を利用した新規除草

剤用化学物質の選抜と除草剤選択性作物の開発、②画

期的農薬利用技術の開発を行った。

�　新需要創出のための生物機能の開発・

利用技術の開発に関する総合研究

（バイオルネッサンス計画）

 ���� （平成３～１２年度）　（予算額３億９，４６０万円）

　多様化・高度化する消費ニーズ及び生態系に調和し

た環境にやさしい生産・消費構造の確立という社会的

ニーズを背景に、我が国の豊富な生物資源と、それら

のもつ多様で巧妙な物質変換機能を活用することによ

り、農林水産物の従来用途拡大のための技術開発及び、

化石資源に依存しない産業用素材等新規用途の創出の
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畜産試験場、北海道農
業試験場、家畜衛生試
験場

３　家畜の脳・神経機能の解明
と評価に関する基礎的研究　
平成９～１２年度

３，５２９万１千円

農業工学研究所、四国
農業試験場
　

４　フィルダム等の進行性破壊
現象の解明
　平成１０～１２年度���１，８４２万円

中央水産研究所、東北
区水産研究所、瀬戸内
海区水産研究所

５　麻痺性有毒プランクトンの
発生予察手法の開発
　平成１０～１３年度

１，６６８万９千円

農業研究センター、農
業生物資源研究所、蚕
糸・昆虫農業技術研究
所、食品総合研究所

６　植物の殺虫性環状ペプチド
類の探索と利用技術の開発　
平成１０～１３年度

���������４，２４４万８千円



ための技術開発により画期的な農林水産物の需要の拡

大を図るとともに、地域におけるそれらの生物素材の

生産基盤確立のための技術開発を行う。

　平成１２年度は、引き続き生分解性プラスチック、バ

イオエネルギー、次世代木材等の開発を含む５つの大

課題について研究を実施した。

�　糖質の構造改変による高機能性素材の開発

に関する総合研究（平成３～１２年度）

 ������������� （予算額９，５８８万３千円）

　生物科学の発展により糖質が生命維持のメカニズム

の中で重要な役割を果たしていることが判明し、また、

オリゴ糖が整腸物質等で実用化の段階にある今日、農

林水産業・食品産業の分野において、新機能糖質の大

量生産技術や植物等に特定の糖質生産能を導入して形

質を改良する技術が産業の将来を左右する基幹技術と

して早急な開発が望まれている。このため、本研究で

は糖質の構造解析、機能性の改変・向上等により高機

能性新素材を開発する。

　平成１２年度は、①有用糖質関連酵素遺伝子の導入等

による有用生物の開発、②新規糖質の付加による農林

水産新素材の開発について研究を実施した。

�　病原微生物の遺伝子解析と利用技術の開発

 ���� （平成７年～１２年度）（予算額７，３１１万６千円）

　農林水産業における重要な病原微生物について、病

原性発現に関与する特異的遺伝子の検索・単離、構造

及び機能の解析等を通じて病原性発現機構を明らかに

し、これを基盤とした新しい診断法及び防除法を開発

する。

　平成１２年度は、①病原性関連遺伝子の検索と単離、

②病原性関連遺伝子の構造・機能の解析、③病原性関

連遺伝子の利用技術の開発を実施した。

�　水産生物育種の効率化基礎技術の開発

 ��� （平成９～１４年度）（予算額１億６，１８２万１千円）

　安定した水産物の確保のために、品種改良により作

出した優良系統を用いて、つくり育てる漁業生産を協

力に推進することが必要となっている。

　このため、品種改良の対象となる水産生物を増やす

ための基盤技術を開発するとともに、先端的な技術を

活用し、品種改良を飛躍的に発展させるための新技術

を開発を実施した。

�　食品成分の生体調節機能の解明と利用

 ��� （平成１２～１７年度）（予算額２億５，２９１万１千円）

　経済の発展・生活水準の向上は、食生活にも大きな

影響を与え、栄養バランスの偏り等による生活習慣病

の増加・若年化という社会問題を引き起こした。一方、

食品は、栄養素のほか、生体調節機能に関する種々の

機能成分を含んでおり、健康の維持増進や疾病予防に

有効であることが明らかにされてきている。このよう

な中、国民の健康志向は高まり、これに関連する食品

市場も拡大を続けているが、日常の食事を通じての機

能成分の吸収、その生体内での作用機構等詳細につい

ては未解明である。

　そこで、日常の食生活での機能成分の活用を念頭に

置き、機能成分の生体内における動態、機能成分間の

相互作用及び生体調節機能等の解明、それに基づく食

素材の適切な評価を行い、日々の食生活の改善による、

医薬に依存しない活力ある長寿社会の実現に資する。

７　ゲノム関係研究

�　第二期イネ・ゲノム研究の推進

　　　　　　　　　　　　　　　（平成１２～１９年度）

　第一期イネ・ゲノム研究で得られた成果を活かして、

イネの全塩基配列を解読するとともに、ミレニアムプ

ロジェクトの一つとして、多数の遺伝子の機能の解

明・特許化を進め、遺伝子組換えによる自在な作物開

発を行う基盤を作る。また、最新の研究成果の育種等

への応用を同時に進めることにより、我が国農業の強

化に直接結びつける。

　ア　イネゲノムの全塩基配列の解明

 ���� （平成１２～１９年度）（予算額　４９億６，４４０万円）

　平成１０年度から、官民連携のもと、イネ・ゲノムの

全塩基配列の解明を行っているところであるが、平成

１２年度からミレニアムプロジェクトの一つとして、平

成１６年度までに有用遺伝子が多数存在するとみられる

染色体に絞って塩基配列の解読を先行的に実施する。

　これにより、有用遺伝子の単離・機能解明、ＤＮＡ

マーカーの開発等を実施するために必要不可欠な情報

基盤を整備するとともに、プロモーターの獲得に視す

る領域推定技術等の開発を行う。

　１２年度は第１染色体の解読を終了し、その解読結果

を公開した。

　イ　イネ・ゲノムの有用遺伝子の単離及び機能解明

 ��� （平成１２年～１９年度）（予算額　１６億２，８００万円）

　イネゲノムの効率的塩基配列解析手法の開発と全塩

基配列の解明において得られる膨大な塩基配列情報の

ほか、既に得られているＤＮＡ断片、遺伝地図の利用

技術、多数の遺伝子が支配する形質（量的形質）の連

鎖分析手法等の成果を活用し、量的形質を含む農業上

有用な遺伝子の効率的単離及びその機能解析を行う。

　さらに、この研究を通じ国際競争をリードすべく、

その特許推進を積極的に進めるとともに、それら遺伝

子の育種への利用技術を開発し、新形質をもつ画期的
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な新品種の育成に資する。

　１２年度末までに、イネの形態、主な病害の抵抗性等

に関与する遺伝子２３個を単離・機能解明し、特許申請

した。

　ウ　イネ・ゲノムの完全長ｃＤＮＡライブラリーの

　整備（平成１１～１６年度）（平成１１年度補正予算額で一

括計上４０億８，４７０万円）

　約３万種に及ぶイネの完全長ｃＤＮＡライブラリー

を整備し、有用遺伝子の機能解明・特許化に必要不可

欠な基盤を整備する。

　１２年度末までに完全長ｃＤＮＡ８，０００クローンを整

備した。

�　ＤＮＡマーカーを用いた効率的選抜育種

技術の開発　　　　　　　　　　　

 ����� （平成１０～１９年度）（予算額３億７，２００万円）

　イネ・ゲノム研究で解読される塩基配列情報等を基

に開発されるＤＮＡマーカーについて研究を強化し、

従来の育種技術を飛躍的に発展させるＤＮＡマーカー

を用いた効率的選抜育種技術の開発を加速する。

�　動物ゲノムの効率的解析手法及び

有用遺伝子の利用技術の開発

 ��� （平成６～１５年度）（予算額１億９，５５２万８千円）

　バイオテクノロジーは新機能を備えた生物の作出や

有用物質の生産など新産業を創出するためのキーテク

ノロジーとして期待されている。家畜、カイコ等の動

物についても、近年、遺伝子を解析するための基礎技

術の開発が行われている。しかしながら、これら動物

の重要な形質は、膨大な生命情報が集積されている巨

大染色体（ゲノム）に存在する複数の遺伝子群によっ

て支配されている場合が多く、それらの機能解明には

ゲノム解析研究が必須となっている。このため、本研

究では既存研究成果をもとに、豚、カイコを中心に動

物ゲノムの効率的解析手法及び有用遺伝子の利用技術

の開発に関する研究を実施する。

　平成１２年度は、①効率的遺伝子解析手法の開発、②

遺伝子の構造・機能解析と発現調節機構の解明、③遺

伝子の導入と発現制御技術の開発、④カイコの遺伝子

地図の構築、⑤カイコのゲノム地図利用法の開発、⑥

昆虫特異的遺伝子の単離及び解析を実施した。

�　形態・生理機能の改変による新農林水産

生物の創出に関する総合研究　　　

（バイオデザイン計画）

 � （平成１０年～平成１９年度）　（予算額４億８，０００万円）

　遺伝子操作技術等を用いて農林水産生物が持つ固有

の形態・生理機能の改変を行うことにより、これまで

は不可能とされた優れた形態・機能を有する農林水産

生物を創出し、目的生産物の飛躍的増大を図るための

研究を長期的視点に立って行う。

　平成１２年度は、光合成機能の改変、葉や養分貯蔵器

官の形態改変などによる作物収量の飛躍的向上を可能

とする作物の創出等を含む４つの大課題について実施

した。

　 第５節　環境保全関係試験　　

　研究の推進 

１　国立機関公害防止等試験研究費

（環境庁一括計上）

 ����������� （予算額１億７，７１０万９千円）

　この研究費は、各省庁の国立試験研究機関が行う公

害防止等環境保全に関わる研究費を、環境庁が一括計

上しているもので、対象とする試験研究は、公害防止

技術の開発、汚染影響の把握、汚染メカニズムの解明

等である。平成１２年度は、次の研究を行った。

　�　指標生物の有害物質濃縮機能、生理・生態学的

要因による蓄積有害物質濃度の変動やモニタリングが

可能な地理的範囲を明らかにし、二枚貝、イカ類、魚

類の生物を用いる海洋汚染監視手法を確立する研究を

行った。

　�　茶園では栽培管理の特徴から多量の窒素肥料が

施肥され、その多くが流出し環境負荷となっているこ

とから、茶園からの環境負荷を軽減するための技術を

開発する研究を行った。

　�　有用植物の水質浄化特性を解明し、植物・微生

物・濾材の三者の浄化機能を有効に活用した農村向き

の資源循環型水質浄化システムを開発する研究を行っ

た。　　

　�　南西諸島に沿岸海域系保全のため、農地からの

総合的赤土流出防止技術を確立するとともに、赤土流

入による沿岸海洋域への影響を調査し、生態系保全を

保障しうる赤土流入許容量について研究した。

　�　「ナホトカ号」による流出油の海洋生態系への

中・長期的影響を明らかにするため、汚染された沿岸

岩礁、砂浜域及び沖合漏出域における生物相の変化を

モニタリングするとともに、魚介類の生体内残留油成

分や代謝活性の経時的変化を解析する研究を行った。

　�　十和田湖において、水質、動植物プランクトン

の種類と現存量、基礎生産力と栄養塩負荷量の算定お

よび主要魚類のバイオマス変動を明らかにするととも

に、ヒメマスの生活史および個体群動態に関する調査
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を行った。

　�　湿原の野生生物や生物多様性の保全のため、湿

原の立地環境と荒廃要因を解明するとともに、地下水

や河川の制御による湿原の管理技術及び指標を用いた

評価手法を開発し、湿原環境管理のための評価システ

ムを確立するための研究を行った。

　�　世界自然遺産に指定されている白神山地の適切

な管理手法の確立に資するため核心地域のモニタリン

グにより生態系の基礎的データを蓄積して経年的な変

化を解明するとともに、緩衝地域と外縁地域での利用

活動が生態系に及ぼすインパクトの実態を解明する研

究を行った。

　�　生物多様性を広域的に評価するため、地域内の

食物連鎖の頂点に立つ「アンブレラ種」としてのオオ

タカの機能を明らかにし、オオタカを用いた生物多様

性のモニタリング手法を開発する研究を行った。

　�　生物多様性の高い生態系を維持しながら森林環

境修復を図るため、シカ、ネズミ、鳥等の生物間の相

互作用ネットワークの機構を定量的に解明する研究を

行った。

　�　農林水産業が四万十川の環境保全に果たしてき

た役割を評価し、自然環境の維持機構及び水質浄化機

能を明らかにする研究を行った。

　�　赤潮鞭毛藻であるヘテロカプサの海洋生態系へ

の悪影響を防止するため、ヘテロカプサの発生予察、

低次生物生産に及ぼす影響の解明、生物学的な防除、

及び貝類へい死機構を解明する研究を行った。

　�　農耕地における肥料・資材、かんがい水、降雨

等からのカドミウム等微量重金属のインプット及び作

物による収奪、水系への溶脱・排出等のアウトプット

の把握、土壌中での動態解明を行い、農耕地への負荷

量を評価する研究を行った。

　�　大陸から離れた海洋島であって、独自の進化を

とげた小笠原の生態系を回復するために、小笠原の環

境への負荷を最小限にしつつ帰化生物の影響を排除し

た増殖・植栽技術を開発するとともに、小笠原を生育

地とする主要動植物群の再定着を図るための生態系の

回復に資する技術を開発する研究を行った。

　�　海草藻場の種類別現存量を実測し、水中走行ビ

デオシステム、種類別現存量判読システム等による海

草藻場の分布状況の簡便かつ精度の高い調査法の開発

及び亜熱帯海草藻場に影響を与える人為的要因の抽出

に資する研究を行った。

　�　茶園地帯から地下水中に溶脱する有害元素を含

む各種溶存成分を除去して公共水域への流出を防止す

る手法の研究を行った。また、各種溶存成分除去後の

濃縮水が湿性植物に及ぼす影響評価を行った。

２　地球環境研究総合推進費

 ����������� （予算額５億５，０５８万４千円）

　人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼす地球

環境問題に関して、学際的・省際的・国際的な観点か

ら総合的に研究を推進することを目的として、多岐に

わたる地球環境問題を、①オゾン層の破壊、②地球の

温暖化、③酸性雨、④海洋汚染、⑤熱帯林の減少、⑥

生物多様性の減少、⑦砂漠化、⑧人間・社会的側面か

らみた地球環境問題、⑨その他の地球環境問題の９分

野に分けて研究課題を設定し、研究を実施している。

　　平成１２年度においては、１７研究機関が、全分野の

２３課題に参画した。平成１２年度から新たに研究を開始

したのは、以下の７課題である。

＜地球の温暖化＞

　・気候変動の将来の見通しの向上を目指したエアロ

　　ゾル・水・植生等の過程のモデル化に関する研究

　・アジアフラックスネットワークの確立による東ア

　　ジアモンスーン生態系の炭素固定量把握

　・ＣＨ４、Ｎ２Ｏのインベントリーの精緻化と開発中　

　核の内外への普及

　・木質系バイオマス・エネルギーの利用技術及び供

　　給可能量の評価に関する研究

＜熱帯林の減少＞

　・森林火災による自然資源への影響とその回復の評

　　価に関する研究

＜生物多様性の減少＞

　・サンゴ礁生態系の撹乱と回復促進に関する研究

＜京都議定書対応研究＞

　・地球温暖化対策のための京都議定書における国際

　　制度に関する政策的・法的研究

３　そ　の　他

　特別研究等により、環境保全関係の試験研究を行っ

た。（第４節参照）

第６節　原子力関係試験研究の推進

１　国立機関原子力試験研究

 ����������� （予算額２億８，６２８万８千円）

　原子力試験研究は、放射線の利用方法によりトレー

サー研究、照射研究及び放射化分析に大別される。

　平成１１年度は、１７試験研究機関において、２１課題を
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実施した。主な研究内容は以下のとおりである。

�　トレーサー研究

　放射線同位元素を標識物質として用いるトレーサー

研究は、農林水産試験研究に広く用いられている。

　平成１１年度は、土壌肥料分野では、土壌から植物へ

のカリの動態を長期間にわたって追跡・解析する研究

等を引き続き行った。

�　照射研究

　ア　放射線育種等

　放射線育種は、農業生物資源研究所において農産物

等を対象に行っており、平成１１年度は、放射線による

突然変異体作出技術の開発、放射線誘発突然変異遺伝

子の構造変化に関する研究等を引き続き行った。

　イ　食品照射

　食品照射研究は、食品総合研究所及び中央水産研究

所において食品、農産物等の放射線照射によって、殺

菌、殺虫効果及び品質の変化に及ぼす影響等について

行っている。

　平成１１年度においては、糖を利用した生鮮農産物の

放射線障害の低減化に関する研究、放射線照射した水

産食品の成分の変化に関する研究及び低エネルギー電

子ビームの特徴を活かした食品照射技術の開発に関す

る研究を引き続き行った。

２　放射能調査研究

 ����������� （予算額１億３，８４２万２千円）

　諸外国における核実験に伴う放射性降下物質による

汚染に対処するため、作物（米麦子実）、土壌（水田

及び畑）、牛乳、家畜骨（馬及び牛）及び海産物の放

射能水準の経年調査を継続して実施した。

　第７節　科学技術振興調整費等

　　　による研究の推進

１　総合研究制度

 ����������� （予算額９億８，１３１万５千円）

　科学技術振興調整費の根幹をなす制度であり、基礎

的・先導的研究あるいは国家的・社会的ニーズの強い

研究を産・学・官の有機的連携の下で役割の分担をし

つつ、総合的に推進する大規模な共同プロジェクト研

究である。

　　平成１２年度においては、１７試験研究機関が１２研究

課題に参画した。

２　生活・社会基盤研究制度

 ������������� （予算額９，５７６万３千円）

　生活者重視の新たな社会を構築するため、国立試験

研究機関、大学、地方自治体、民間のそれぞれの研究

ポテンシャルを活かし、生活者の視点からの意見等を

反映させつつ、生活の質の向上及び地域の発展に資す

る目的指向的な研究開発を総合的に推進する。

　　平成１２年度においては、８試験研究機関が８研究

課題に参画した。

３　知的基盤整備推進制度

 ������������� （予算額１，３９２万２千円）

　国立試験研究機関、大学、民間研究機関の連携の下

に、研究開発活動の安定的、効果的な推進を支える標

準、試験評価法、研究用材料、先端的な試験装置等の

知的基盤の整備に資する研究開発を行う。

　平成１２年度においては、２試験研究機関が２研究課

題に参画した。

４　ゲノムフロンティア開拓研究推進制度

 ������������� （予算額１，３６０万４千円）

　特定の生命現象に関し、中核機関の ｵｰｶﾞﾅｲｽﾞ の下、

産学官、関係省庁の研究機関を有機的に連携させ、当

該生命現象の分子レベルの理解とそれに基づく応用の

ための研究を推進する。　　　　　　　　　　　　　

　平成１２年度においては、１試験研究機関が１研究課

題に参画した。

５　流動促進研究制度

 ������������� （予算額３，１４７万１千円）

　国立試験研究機関における研究者の流動的・独創的

な研究活動を推進するため、任期付研究員を活用する

国立試験研究機関に対し、任期付研究員が限られた任

期中に特に高密度・高効率な研究活動を行うことによ

り十分な成果があげられるよう、必要な経費を措置す

る。

　平成１２年度においては、３試験研究機関が３研究課

題を実施した。

６　中核的研究拠点（ＣＯＥ）育成制度

 ����������� （予算額４億１，６６７万７千円）

　　国立研究機関等における特定領域の水準を世界最

高水準まで引き上げることを目的として、自己努力を

含む具体的なＣＯＥ化構想を持って積極的にＣＯＥを

目指そうとする国立試験研究機関等の研究計画に調整
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費を充当し、ＣＯＥの育成を支援する。

　平成１２年度においては、２試験研究機関に充当され

た。

７　開放的融合研究推進制度

 ����������� （予算額５億２，６０８万３千円）

　単独の研究機関だけでは遂行が困難な学際的な研究

課題について、２～３の国立試験研究機関等が研究機

関が壁を取り払い、研究総括責任者の下、統一的で一

体となった体制で研究を実施する。

　平成１２年度においては、３試験研究機関で３研究課

題が実施された。

８　国際共同研究総合推進制度（二国間型）

 ����������� （予算額１億６，７６２万１千円）

　政府レベルでの科学技術協力協定等に基づき、国際

交流を進める上で重要性の高い国際共同研究について、

我が国の単一省庁の試験研究機関と相手国の単一研究

機関での共同研究を推進するものである。

　平成１２年度は、５試験研究機関において８課題の研

究を行った。

９　重　点　基　礎　研　究

 ����������� （予算額７億７，６８１万３千円）

　各国立試験研究機関において、将来の技術展開の柱

となることが期待される革新的技術シーズの創出を図

るための基礎的研究を推進する。

　　平成１２年度においては、２９試験研究機関が８１研究

課題を実施した。

１０　科学技術特別研究員制度

　科学技術特別研究員制度は、国立試験研究機関等に

若手研究者（ポストドクター）を受け入れ、独創性を

発揮させることにより、研究機関の創造的な基礎研究

の推進及び活性化を図ることを目的として、平成２年

度に創設された。

　平成１２年度末の受入れ数は８０名である。

第８節　研究交流の推進

１　産・学・官の連携について

�　流動研究員制度

　農林水産省の行う試験研究の効率を向上させるため、

昭和４３年に流動研究員制度実施要領を定め、農林水産

省内外の試験研究機関及び大学等を対象として研究者

の招へい及び派遣を行い、試験研究を推進するととも

に研究者の交流を図ってきている。

　平成１２年度は、２３名の流動研究員（省外からの招へ

い１０名、省外への派遣７名、省内交流６名）による研

究が行われた。

�　共同研究制度

　産・学・官の有機的な連携により農林水産関係の試

験研究の効率的な推進に資するために、昭和５６年に農

林水産省の試験研究機関と民間等が研究課題と経費を

分担し、技術知識を交換することによって研究を行う

共同研究を実施している。

　また、昭和６３年度に農林水産省交流共同研究規定を

新たに定め、従来の共同研究を一歩進展させた形で、

農林水産省の試験研究機関と民間等の機関が研究者の

派遣、受入れを伴いつつ共同の研究ができる交流共同

研究を実施している。

　この交流共同研究の中で国の分の経費の措置が別途

必要な研究課題については、特別の予算措置（連携実

用化研究、平成１２年度３１課題、予算額１億５，４９５万円）

を講じている。

　共同研究、交流共同研究については、これまでに７３４

課題について実施し、食品の加工技術、育種等におい

て研究成果をあげており、平成１２年度については新た

に９８課題を実施している。

�　受託研究等制度

　地方公共団体の技術課題の解決、民間等の技術開発

に係る要請に応じるため、昭和３７年に農林水産省受託

研究等実施規程を定め、試験研究、調査等を実施して

いる。

　平成１２年度（予算額１億２，５６５万円）は、１４試験研究

機関において、受託研究５５件を、また、２９試験研究機

関で受託調査等２，０５８件実施した。

２　試験研究に関する国際交流

�　二国間研究交流

　ア　日米科学技術協力

　�　天然資源の開発利用に関する日米会議

　昭和３９年１月に、天然資源の開発利用に関する研究

交流を行うことが合意され、同年５月に本会議が発足

した ｡

　この活動のための専門部会が１８あり、このほかに海

洋関係の部会活動調整等を行う海洋資源工学調整委員

会がある。このうち農林水産省職員が日本側部会長と

なっている専門部会は、牧草種子専門部会、家畜・家

禽疾病専門部会、蛋白資源専門部会、森林専門部会及
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び水産増養殖専門部会であり、これに加え有毒微生物

専門部会等に農林水産省職員が委員として参加してい

る。

　平成１２年度には、米国において家畜・家禽疾病、蛋

白資源、有毒微生物に関する日米合同専門部会が開催

された。また、米国において牧草種子、水産増養殖に

関する日米合同専門部会が開催された。

　�　日米科学技術協力

　昭和６３年６月に科学技術協力協定が締結され、その

枠組みとして、合同高級委員会、合同高級諮問協議会

及び合同実務級委員会が発足し、これまでに合同高級

委員会が８回、合同実務級委員会が９回開催されてい

る。

　イ　日露、日仏、日独、日豪、日伯、日印、日加、

日伊、日英科学技術協力等

　現在我が国と科学技術協力協定を締結し、研究者の

交流や情報交換を行っている国は２０カ国である。

　平成１２年度には、ロシア、ドイツ、フランス、ス

ウェーデン、カナダ等との間で同協定に基づく委員会

等が開催された。

　ウ　日中科学技術協力

　日中間の農業技術交流に関しては、昭和４８年から訪

中団の派遣、訪日団の受入れが行われており、平成１２

年度は、日中農業技術交流の促進について協議するた

めの日中農業科学技術交流グループ第１９回会議が重慶

で開催された。

　また、昭和５５年１０月に締結された日中科学技術協力

協定に基づく委員会が、平成１２年８月に北京で開催さ

れた。

　エ　日韓科学技術協力

　農業技術交流に関しては昭和４３年８月にその実施が

合意された。平成１２年度は、日韓農林水産技術協力委

員会（第３３次会議）が東京で開催され、農林水産技術

会議関係からは１名が参加した。また、昭和６０年１２月

に締結された日韓科学技術協力協定に基づく委員会が、

平成１２年３月にソウルで開催された。

�　国際機関との協力

　国際農業研究協議グループ（ＣＧＩＡＲ）傘下の国

際農業研究機関等との共同研究を実施するとともに、

ＣＧＩＡＲ傘下国際農業研究機関等の要請を受けて専

門家及び理事等を派遣した ｡

�　国際会議の開催

　農林水産技術会議事務局主催の下に「亜熱帯地域に

おける環境保全型増養殖研究の展望」に関する日米合

同会議を開催した。

�　国際共同研究総合推進事業の実施

　食料、地球環境等の世界が直面する諸問題の解決に

資するため、緊急性の高い重点課題について先進国間

の共同研究プロジェクトを実施するほか、国際ワーク

ショップを実施するなど、国際共同研究の総合的推進

を図った。

�　国際研究集会等

　平成１２年度に科学技術庁予算等により国際研究集会

へ農林水産技術会議関係の職員を派遣した。また、研

究交流促進法による国際研究集会への参加があった。

�　試験研究分野における技術協力専門家の派遣

及び海外研修員の受入れ　　　　　　　

　平成１２年度においては、農林水産技術会議関係から

は、計１１５名の専門家を派遣した。専門分野別では、農

業土木、土壌肥料、病害虫、家畜衛生が主となってい

る。なお、そのうち、長期派遣専門家は１５名である。

また、海外研修員は、計１５１名を受け入れた。

３　農林交流センターの活動

　農林交流センターは、産・学・官の連携を強化し、

研究を拡充し、さらには国際的な交流を図るため、筑

波農林研究団地内に設立され、平成元年８月よりその

運営を開始している。

　平成１２年度には、１１課題の産・学・官の共同研究を

実施した。

　また、内外の著名な研究者を講師とした「生物産業

技術交流セミナー」、「ワークショップ」等、１８回のセ

ミナー、シンポジウム、研究会等を開催した。この他、

各種の研修、講習会、交流会等も開催した。

　これら農林交流センターの利用者は民間企業、大学、

国及び都道府県の研究者等延べ２，９８９名であった。さ

らに、農林交流センターでは「農林交流センター

ニュース」を発刊し、農林交流センターで開催される

セミナー、研究会等の案内を行うとともに、研究者の

海外における活躍、研究トピックス等を各方面に提供

し、通算３０８号まで発行した。

　また、筑波農林研究団地の１１場所と協力し、筑波研

究学園都市記者会へ研究成果等の発表を１６回実施した。

　このほか、国内・海外研修生及び交流研究員宿泊施

設を利用して、各種の研究交流、研修及び会議の実施

を支援しており、平成１２年度には、国内関係で６５，２５６

人、海外関係で延べ１８，８７２人の宿泊があった。

　また、農林研究団地内に滞在している外国人研究者

の生活支援のためのコンサルタント事業（相談件数６５７

件）、語学研修事業（参加者５１名）、国際交流事業（年

１回、参加者１５６名）を実施した。
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第９節　試験研究の助成・民間の

　　　研究開発に対する支援

１　指定試験事業委託費による試験研究

　指定試験事業は、国が行う試験研究の一環であって、

国の試験研究機関の置かれている立地条件から実施が

困難なものについて、適地の都道府県の試験研究機関

を指定し、委託実施しているものである。現在、品種

改良試験、重要課題対応試験、病害虫試験を実施して

いる。

 ������ （平成１２年度予算額１１億６，７６６万８千円）

�　品種改良試験

　ア　育種試験

　平成１２年度は、水稲、小麦等１０品種が育成された。

　イ　特性検定試験

　育種試験地では検定の困難な耐病虫性等の主要特性

について育成の途上で行うもので、平成１２年度は８５か

所で実施した。

　ウ　系統適応性検定試験

　育種試験地では検定の困難な地域適応性について育

成の途上で行うもので、平成１２年度は１７２か所で実施

した。

　エ　世代促進試験

　初期世代について年に２回栽培することにより、優

良品種の早期育成を図るもので、平成１２年度は４か所

で実施した。

　オ　水稲主要品種同質遺伝子系統緊急作出事業

　病害虫抵抗性等特定の遺伝形質のみ異なり、それ以

外の形質については遺伝的に同一な同質遺伝子系統を

作出するもので、平成１２年度は６か所で実施した。

　カ　水稲直播適性品種緊急作出事業

　外国稲等の直播適性の導入、または現在移植栽培用

に育成途中の系統に直播適性を付加させることにより

直播栽培用実用品種を作出するもので、平成１２年度は

７か所で実施した。

�　重要課題対応試験

　ア　環境負荷物質の動態解明

　農業の環境への負荷低減と持続的な農業生産に向け

た環境保全型農業技術体系を確立するため、硝酸性窒

素の土壌中での蓄積、地下水への流亡、水系での循環

利用、作物による再利用等の物質動態を解明について、

平成１２年度は６か所で実施した。

　イ　緊急重要技術開発

　ウメの主産地で被害が急増している生育障害問題を

解決し、総合的対策技術の確立について、平成１２年度

は１か所で実施した。

�　病害虫試験

　いもち病、畑作物病害虫、馬鈴しょ病害、サトウキ

ビ害虫、牧草病害、果樹カメムシ類、球根病害、南方

系侵入害虫について、平成１２年度は９か所で実施した。

　２　都道府県農林水産業関係試験場費　　
　補助金による助成　　　　　　　

�　特定研究開発等促進事業

　ア　農林業特定研究開発等促進事業

　�　農業関係特定研究開発促進

　大規模かつ総合的な試験研究で次に掲げるものにつ

いて助成する事業である。

（補助率１／２）

　地域基幹農業技術体系化促進研究

　現場に直結する技術開発を推進するため、都道府県

試験研究機関による研究ネットワークを構築し、地域

基幹技術を核とする技術の体系化のための試験研究及

び実証試験を行う地域基幹農業技術体系化促進研究を

実施した。平１２年度においては、土地利用型農業技術

体系の確立１９課題、中山間地振興農業技術体系の確

立７課題、環境保全型農業技術体系の確立６課題につ

いてそれぞれ助成した。

　�　林業関係特定研究開発等促進

　平成１２年度は、次に掲げるものについて助成した。

（補助率１／２）

　ａ　大型プロジェクト研究開発推進

　産業上・行政上重要な問題であり、緊急に解決を図

らなければならない課題について、森林総合研究所及

び都道府県の林業関係試験研究機関等が共同して行う

試験研究。平成１２年度においては、３課題について助

成した。

　ｂ　試験研究用機器等整備

　沖縄県林業試験場の研究体制の整備に必要な試験研

究用機器整備。

　イ　水産業特定研究開発等促進事業

　�　　特定研究開発促進

　緊急に解決を迫られ、その成果が全国的に期待され

るものであり、かつ複数県の共同研究を必要とする特

定課題を取り上げ、重点的に研究開発を促進した。

（補助率１／２）
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　ａ　磯根資源の初期生態の解明に関する研究

　アワビ、サザエ、ウニ等の磯根資源の幼稚仔期にお

ける行動特性とそれらを取り巻く初期餌料環境・害敵

生物等との相互関係の解明を行った。

　ｂ　低・未利用水産物を用いた新規食品素材の開発

　低・未利用資源（ソーダガツオ、サメ類、ホンダワ

ラ等）を活用し、ソフト食品（プリン様、テリーヌ様、

トーフ様等）やカード食品などの新規食品素材の加工

技術に関する研究を行った。

　ｃ　メバル類の資源生態の解明と管理技術の開発

　メバル類の漁獲実態や産仔期、移動等の資源生態を

解明するとともに、資源管理技術の検討を行った。

　ｄ　生物餌料の培養技術に関する研究

　橈脚類等の餌料生物の適水温、栄養要求、増殖速度

などの生物学的特性を把握するとともに、培養技術に

関する研究を行った。

　ｅ　水産資源の維持・保全に資する河畔植生の利用

　　　技術の開発

　河畔植生が魚類の群集構造及び生息環境に与える影

響及び魚類に対する河畔植生の機能を解明するととも

に、河畔植生の改変が魚類に及ぼす影響を予測する手

法について検討した。

　ｆ　小型エビ類の加入機構の解析法の開発

　小型エビ類の資源管理に必要な浮遊期幼生の採集方

法、資源量及び加入量の推定技術、遺伝子による種の

同定技術の開発及び貧酸素水の及ぼす影響について検

討した。

　ｇ　ホンダワラ等有用海草類の増養殖技術開発に関

　　　する研究

　加工材料及び有用成分が注目されている有用海草類

を地域特産種として安定的に生産するため、生活史の

解明、採苗方法の開発、育成手法の開発、規模拡大方

法の開発について検討した。

　�　海洋構造変動パターン解析技術開発試験事業

　ドップラー流速計（ADCP）により得られた測定デー

タから潮汐成分の分離を行い、真の流向流速成分を把

握するともに、水深別流向流速データ、衛星データ、

水温データ等の観測データを総合化し、沿岸水域の海

洋構造を迅速に把握する技術開発を行った。

　�　沖縄県農林水産関係研究員特別研修　

　沖縄県農林水産関係研究員の資質の向上を図るため、

依頼研究員制度により農林水産省試験研究機関へ留学

するのに必要な旅費、滞在費につき昭和４７年度から助

成しており、平成１２年度は３名を対象に助成した。

　　　　　　表６　平成１２年度予算額 �������千円

特定研究開発等促進事業 ����������� ５１８，５９９

　農林業特定研究開発等促進事業 ���  ���  ４６３，５０４

　　農業関係特定研究開発促進 �������� ４２３，８９８

　　　地域基幹農業技術体系化促進研究 ���� ４２３，８９８

　　林業関係特定研究開発等促進 ��������３９，６０６

　水産業特定研究開発等促進事業 ��������５５，０９５

　　特定研究開発促進 �������������２４，２０４

　　海洋構造変動パターン解析技術開発試験事業 �３０，０８７

　　沖縄県農林水産関係研究員特別研修 ������ ８０４

　３　先端技術等地域実用化研究促進事業　
費補助金による助成　　　　　

�　バイオテクノロジー実用化型

　試験研究機関のバイオテクノロジー等高度な先端技

術に関する研究成果を活用し、地域における研究勢力

を結集した産学官の共同研究を実施し、農業関係６

テーマ４４道府県、林業関係３テーマ３１道府県、水産業

関係４テーマ２１道府県について助成した ｡

（補助率１／２以内）

�　農林水産新技術実用化型

　農林水産行政の推進方向に即応した課題について、

試験研究機関の研究開発した生産技術等、新技術の地

域への実用化を行うため、農業関係４５課題（４５都道府

県）、　林業関係４課題（１６道県）、水産業関係４課題

（１６道府県）について助成した。

（補助率１／２以内）

　　　　　表７　平成１２年度予算額 �������� 千円

先端技術等地域実用化研究促進事業 ������ ５７２，６２４

　バイオテクノロジー実用化型 �������� ３１３，６８８

　　農業関係 ���������������� ２２６，６６４

　　林業関係 �����������������３９，０７２

　　水産業関係 ����������������４７，９５２

　農林水産新技術実用化型 ���������� ２５８，９３６

　　農業関係 ���������������� ２２０，３８６

　　林業関係 �����������������１７，６０１

　　水産業関係 ����������������２０，９４９

４　沖縄県試験研究機関整備事業

　沖縄県農業振興のため必要な農業試験研究機関の整

備を図るため、農業改良助長法及び沖縄振興開発特別

措置法に基づき助成した。

（補助率９．５／１０、備品１／２）
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　また、沖縄県水産業振興のため沖縄県水産試験場の

施設整備について助成した。　　　　

（補助率１／２）

　　　表８　平成１２年度予算額 ����������千円

沖縄県試験研究機関整備事業 ��������� １０９，４５１

　農業関係試験研究機関整備 ����������９９，０４９

　水産試験場整備 ���������������１０，４０２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　５　農林水産業・食品産業等先端産業　　
　　　 技術開発事業

　バイオテクノロジー分野における民間研究開発を促

進するとともに、国立試験研究機関の優れた研究成果

の実用化を図るため、民間研究開発のポテンシャルが

高い分野における応用・実用化等に係る研究に対し、

指導・助成を行った。このうち、平成１２年度から新規

に行った課題は以下のとおりである。

�　食品産業における新規分離抽出技術の開発

 ���� （平成１２～１６年度）（予算額　７，５９１万４千円）

　汎用的かつ効率的に食品成分を分離抽出・濃縮する

ための超臨界流体抽出技術及び膜利用技術等の開発を

支援する。

　平成１２年度は、①分離抽出技術及び濃縮技術につい

て、新たな食品加工技術に関する特許等の現状及び技

術関連情報の調査、②有用成分の分離・精製・同定、

③有用成分の生理機能の確認等を行った。

�　エコシステムの制御による高度排水処理技術

の開発　　　　　　　　　　　　　　　

 ���� （平成１２～１４年度）（予算額　９，２００万７千円）

　廃棄物の発生抑制が緊急の課題となる中で、食品工

場からの排水処理汚泥等を削減するため、汚泥等の発

生が大幅に抑制される排水処理技術等の開発を支援す

る。

　平成１２年度は、実験室規模からパイロットプラント

規模で排水処理技術の評価試験を行うことにより問題

点の検討等を行った。

�　病原欠損 ﾏｰｶｰﾜｸﾁﾝ 実用化基盤技術の開発

 ����� （平成１２～１６年度）（予算額４，６１５万９千円）

　感染症の流行に対し迅速な対応と早期清浄化達成の

条件整備を通じ衛生 ｺｽﾄ の低減化に資するため、①感

染症の流行に対応した迅速な ﾜｸﾁﾝ 株の作出と、②

ﾜｸﾁﾝ を応用しつつ野外感染動物の摘発と感染症の清

浄化が可能な次世代型 ﾜｸﾁﾝ を開発・普及するために、

病原遺伝子が欠損した ﾏｰｶｰﾜｸﾁﾝ の実用化基盤技術の

開発を促進する。

　平成１２年度は、①鶏病細菌の抗原成分蛋白質の解析

②豚病ウイルス遺伝子のオープンリーディングフレー

ムの解析③豚病 ｳｲﾙｽ の定量法及び抗体測定法の確立

を行った。

�　水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の開発

 ����� （平成１２～１６年度）（予算額８，０４７万８千円）

　豊かな生活空間を創出するため、農林用地保全管理

等に関する基礎的研究成果を活用して、水環境修復技

術、自然にあふれた生活環境創造技術を開発する。

　平成１２年度は、①動植物等による汚染物質の吸収等

を活用した水環境修復技術の開発、②緑化等による自

然にあふれた生活環境創造技術の開発

�　環境にやさしい木材保存処理技術の開発

 ������� （平成１２～１６年度）（予算額８，０２３万円）

　環境への負荷が少なく、野外等の厳しい条件下で木

材を長期間使用するために必要な木材保存処理技術及

びその適正管理に必要な技術等を開発をする。

　平成１２年度は、①薬剤の溶脱や木材腐朽を早める木

材表面劣化を押さえる塗装技術等雨水等による薬剤溶

脱が少ない木材保存処理技術、②電磁波等を用いた木

材腐朽度評価技術等保存処理木材の適正管理技術等の

開発を行った。

�　環境保全型水産技術の開発

 � （平成１２年度～１６年度）（予算額１億２，７９６万５千円）

　地球環境問題、エネルギー問題等に積極的に取り組

むため、水産業固有の環境・資源・ｴﾈﾙｷﾞｰ に関する実

用化技術開発を支援する。

　平成１２年度は、①脱フロン高品質維持保蔵技術の開

発②養殖場における汚泥の凝集沈殿処理技術の開発③

水産加工残滓の油温減圧式乾燥技術の開発④軟帆によ

るハイブリット型漁船の利用技術の開発⑤深層水多段

利用型水産増養殖技術の開発を行った。

６　農林水産新産業技術開発事業

　バイオテクノロジー、メカトロニクス、新素材、情

報処理等の技術進展が著しく、今後、積極的に技術開

発を図る必要のある特定領域について、民間の持つ研

究開発能力を活用して、農林水産分野における新産業

創出につながる研究開発に対する助成を、平成８年度

から実施している。

　平成１２年度は４２課題について助成した。

 ����������� （予算額５億４，５９１万５千円）
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　７　農林水産業特別試験研究費補助金　　

　　　による試験研究

　国、都道府県の試験研究機関においては研究体制、

施設等の面から実施困難な試験研究について、大学又

は民間試験研究機関の研究者に対して、農林水産試験

研究費補助金交付規定による助成を行っている。

　平成１２年度は３課題について助成した。

 �������������� （予算額４７４万７千円）

８　生物系特定産業技術研究推進機構

　生物系特定産業技術研究推進機構は、「農業機械化

研究所」の業務を引き継いで実施するとともに、民間

の活力を活かした生物系特定産業技術に係る技術開発

を促進するための出融資事業を実施している（民間研

究促進業務）。

　また、平成８年度から新技術・新分野を創出し、農

林水産業の総生産量の増大及び体質強化を図るための

基礎的試験研究を実施するとともに、平成１２年度から

ミレニアム・プロジェクトの一環として、新事業の創

出、産業発展基盤の形成を図るための研究開発等を実

施している（基礎的研究業務）。

�　民間研究促進業務

　ア　出資事業

　２つ以上の企業、農林漁業団体、地方公共団体等が

共同して新たに設立する生物系特定産業技術に係る研

究開発会社に対して出資を行う。平成１１年度までの出

資件数は４４件となっており、平成１２年度は新たに２法

人を出資先として採択した。　（出資額１１億１，２００万

円）

　イ　融資事業

　企業、農林漁業団体等における生物系特定産業技術

に関する試験研究について融資を行う。一般融資につ

いて平成１１年度までの融資件数は１５０件となっており、

平成１２年度は新たに融資先として１件を採択した。

　　　　　　　　　　　　　　　（融資額６，７００万円）

　ウ　その他の事業

　上記の事業のほか、共同研究あっせん事業、遺伝資

源配布あっせん事業、情報提供事業、調査事業等を

行った。

�　基礎的研究業務

　ア　新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業

　食料自給率の向上や地球規模での食料不足の解決な

どに向け、新しい発想に立って生物機能を高度に活用

した新技術・新分野を創出するため、国立試験研究機

関、大学等からの提案公募による基礎的・独創的な研

究を実施している。

 ����������� （出資額５２億９，０５４万６千円）

　イ　新事業創出研究開発事業

　ミレニアム・プロジェクトの一貫として、豊かで健

康な食生活と安心して暮らせる生活環境の実現を目指

した課題について、産学官が連携してコンソーシアム

（共同研究体）を形成し、新産業、新雇用の創出につ

ながる研究開発を実施している。

　　　　　　　　　　　　　（出資額１０億１，５００万円）

　ウ　イネ・ゲノムの完全長 cDNAライブラリーの整

　　　備事業

　イネ・ゲノムの有用遺伝子の機能解明等を加速・効

率化するため、イネ・ゲノム（約３万個）の完全長

cDNAライブラリーの整備を実施している。

（平成１１年度補正予算で研究費を一括出資４０億８，４７０

万円）

９　�農林水産先端技術産業振興センター

　�農林水産先端技術産業振興センター（略称：

STAFF）は、幅広い分野の企業・団体等が集まり、

異業種間の交流と産学官の連携を図りながら、農林水

産・食品分野におけるバイオテクノロジー等先端技術

の研究開発と産業化の促進に関する事業を実施するた

め、平成２年１０月１６日に設置された。

　その事業の内容は、①先端技術の研究開発と産業化

に関する実効性のある政策提言、②農林水産省の支援

による先端技術の研究開発プログラム等の企画立案・

実施、③公的機関との連携による技術・製品の試験評

価とパブリック・アクセプタンス確保等に係る普及啓

蒙、④企業・団体等異業種間の交流促進等である。

　平成１２年度は２１世紀グリーンフロンティア研究の

「イネ・ゲノムの全塩基配列解明の加速化」を図るな

ど、委託（予算額４１億１，９８３万１千円）、助成（予算額

８億３，３８８万６千円）を行った。

　１０　農林水産研究開発・企業化基盤施設の　

　　　緊急整備事業　　　　　　　　　　　

　地域における農林畜水産業技術の研究開発の拠点づ

くり、その技術の実用化、企業化を民間企業等の能力

を最大限活用して促進するための仕組みとして、「民

間事業者の能力の活用による特定施設の整備に関する

臨時措置法」（民活法）に基づき、「農林水産研究開発・

企業化基盤施設」を整備することとしているところで

あり、その促進を図るため、整備事業費の一部に対す

る助成、金融等の支援措置を講じた。
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１１　�農林水産技術情報協会

　社団法人農林水産技術情報協会は、国、都道府県、

民間等の試験研究機関と広く連携を保ちつつ、試験研

究、技術開発に関する情報交換及び調査研究を行うこ

とにより、農林水産技術の普及・向上を図ることを目

的として、昭和５２年に設立された公益法人である。

　その事業内容は、農林水産業に係る①情報の収集、

加工及び提供、②調査研究、③研究開発、④印刷物の

発行等であり、平成１２年度は、農林水産技術調査及び

研究成果移転促進事業及び昆虫機能・素材の高度利用

技術開発事業等を実施するため、２億９，９９１万円を助

成した。
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第１節　地方農政局の強化

１　機構及び定員

　地方農政局では、容器包装リサイクル法、情報公開

法への適切な対応など、地方における新たな行政需要

に適切に対応するため、それらの分野に係る組織の強

化に重点を置いた整備を行った。（表１）

　また、平成１３年１月６日の中央省庁再編に伴い、食

料・農業・農村基本法の理念に基づく新たな農政を地

域において総合的かつ効率的に推進するため、地方農

政局において企画調整部の新設などを内容とする組織

再編を行った。（表２）
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表１　地方農政局（本局）の組織の整備

表２　地方農政局機構図（Ｈ１３．１．６）

－



　定員については、平成１１年度末において地方農政局

全体で１０，８９３人であったが、「平成９年度以降の定員

管理について（平成８年７月３０日閣議決定）」に基づい

た第９次定員削減計画において９４人（本局２２人、統計

情報事務所・出張所３３人、国営土地改良事業所３９人）、

また、「新たな府省の再編以降の定員管理について（平

成１２年７月１８日閣議決定）」に基づく再編に伴うスリム

化減として８人（本局４人、統計情報事務所・出張所

２人、国営土地改良事業所２人）を削減し、結果とし

て、平成１２年度末定員は１０，８０４人となった。（表３）

　なお、国営土地改良事業所については、事業の着手、

完了等に伴い、平成１２年度末までに、７事業所を新設

する一方、５事業所を廃止した。（表４）

２　地方農政局の新たな取組

　食料・農業・農村基本法で定められた理念の実現の

ための国民的な取組の推進に当たって、地方公共団体

並びに農業者、農業団体、消費者及び食品産業事業者

といった地域の多様な主体に国の出先機関としてより

近いところにある地方農政局の取り組みが極めて重要

であることを踏まえ、地方農政局の取組についての基

本方針を、新基本法農政推進本部において決定（平成

１２年９月４日）した。

　この基本方針において、地方農政局は、

　①地域の多様な主体との双方向の意思疎通を図りつ

つ、国民に対する行政の説明責任の遂行や施策推進上

の透明性の向上を図ることにより、地域段階での施策

の円滑な執行を図ること

　②地域情報の体系的な収集、蓄積及び活用と、当該

蓄積された地域情報を踏まえた政策論的提案の展開を

図ること等

により、国民参加型農政の展開を担っていくこととさ

れた。

３　委譲補助金

　農林水産省所管の補助金等については、全国段階の

団体に対する補助金、緊急的に対処する補助金等の一

部のものを除き、平成１２年６月２３日農林水産省告示第

８９９号をもってその交付事務を地方農政局長に委譲し

ている。

　地方農政局に交付事務を委譲した補助金等の額（一

般会計）は、平成１２年度においては１兆９４７億円であり、

これを本省各局別に見ると表５のとおりである。

第２節　地域農政の推進

１　東　北　農　政　局

� 　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成１２年の東北６県の鉱工業生産指数は１１９．７で、

前年比１０．４％と２年連続の上昇となった。出荷指数も

１２４．９となり、前年比で９．９％の上昇となった。

　個人消費をみると、家電製品販売額等が高い伸びで
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推移したが、大型小売店販売額は前年比２．８％減と３

年連続の減少となる等、回復の動きに力強さが欠ける

状況にある。雇用は、有効求人倍率が０．６１倍（前年同

期０．１１ポイント増）となる等、厳しい状況を脱したと

は言えないものの、緩やかな改善傾向の動きが見られ

た。

　イ　農家経済の動向

　平成１２年の農業所得は、農業経営費が増加したこと

に加え、農業粗収益が野菜、畜産等の収入の低下から

減少し、９９万円（前年比６．９％減）となった。農外所得

は、労賃棒給手当等が景気低迷の影響から減少し、４８２

万円（前年比３．２％減）となった。農業所得及び農外所

得に年金・被贈等の収入を加えた農家総所得は７７７万円

（前年比１．９％減）となった。

� 　農業生産の動向

　ア　水稲

　平成１２年産水稲の作付面積は、前年産に比べ０．５％

減少し、４５万４，８００ha となった。品種別作付面積は、

「ひとめぼれ」、「あきたこまち」、「コシヒカリ」の順

となっている。

　生育期間中の天候がおおむね順調に推移したことか

ら、出穂は平年に比べ早く、登熟も平年をかなり上回

る等、生育は良好であった。このため、作況指数は１０４

の「やや良」となった。１０ａ当たりの収量は５７０kg、

収穫量は２，５９４千ｔとなり、それぞれ前年を上回った。

　品質については、高温傾向のため品質低下の要因と

なるカメムシ類の発生がみられたものの、適切な防除

により、１等米比率は前年を大きく上回った。

　イ　麦

　平成１２年産麦（４麦計）の作付面積は、田麦が増加

したことにより、前年産に比べ６４０ha 増加して

７，４１０ha（前年比１０９％）となった。麦種別にみると、小

麦は前年産に比べ７３０ha の増加、六条大麦は８０ha の減

少となった。

　作況指数は、小麦で９５の「やや不良」（２６１kg ／１０a）、

六条大麦で９１の「不良」（２８７kg ／１０a）となった。小

麦の収穫量は、作付面積が増加したことにより１万

３，９００ｔ（前年比１２２％）、六条大麦の収穫量は、５，９６０

ｔ（同９２％）となった。

　１等麦比率は、小麦で７５．６％（前年比２４．８ポイント

増）、六条大麦は７．６％（前年比２６ポイント減）であっ

た。全国と比較すると、小麦で高く、六条大麦は低い

水準にある。

　ウ　大豆

　平成１２年産大豆の作付面積は、水田農業経営確立対

策等の取組みにより、水田作大豆が大幅に増加したこ

とから、前年産に比べ５，４００ha 増加し２万９，５００ha と

なり、東北は全国の２４％を占めるまでに拡大した。

　平成１２年は全般的に天候に恵まれたことから、作況

指数は１１５の「良」（１８５kg ／１０a）となった。収穫量は、

作柄が良かったことに加え、作付面積が増えたことも

あり、５万４，７００ｔ（前年比１３８％）となった。

　品質は、全県で２等以上の比率が高まり、５１．６％と

前年を８．５ポイント上回ったが、全国よりは低い水準

となっている。

　エ　野菜

　平成１２年産指定野菜（１４品目）の作付面積は、高齢

化、労働力不足等により、前年を１，３００ha 下回る４万

２，９００ha（前年比９７％）となった。

　指定野菜の収穫量は、作柄はおおむね平年並みで

あったものの、作付面積が減少したことから１１２万

６，０００ｔ（前年比９８％）となった。出荷量は７１万８，６００

ｔ（前年比９９％）であった。

　品目別にみると、ねぎは作付面積が増加したことに

より、トマトは作柄不良であった前年に比べ生育が順

調であったことから、収穫量・出荷量ともそれぞれ前

年を上回った。だいこん、にんじん、はくさい、ほう

れんそう、ばれいしょは作付面積が減少したことによ

り、またレタスは、主産地の岩手で春先の低温や夏期

の高温・少雨の影響により作柄が不良であったことか
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ら、収穫量・出荷量とも前年を下回った。キャベツ、

きゅうりは前年並みとなった。

　仙台市中央卸売市場における指定野菜の平均価格は、

好天に恵まれ生育がおおむね順調であったことから低

価格で推移し、前年及び平年を下回り、前年比８９％、

平年比８６％の１４１円／㎏となった。

　オ　果樹

　平成１２年産の主要果樹１０品目の結果樹面積は、改植

や新植された西洋なし、おうとう、すももが結果樹齢

に達したことから増加したものの、結果樹面積の６割

強を占めるりんごのほか、もも、日本なし、ぶどう、

かき、くり等が減少し、全体ではほぼ横ばいの５万

１，０００ha（前年比１．０％減）となった。

　収穫量は、前年に比べ減少し、７７万９，５００ｔ（同

１１．９％減）となった。また、出荷量は６９万２，４００ｔ（同

１２．３％減）と前年を大幅に下回った。

　仙台市中央卸売市場における主要果樹の年平均卸売

価格は、りんごは収穫量の減少から品薄傾向で経過し

たため、安値であった前年を大きく上回ったが、ぶど

う、もも、日本なし及びおうとうは出荷時期の遅れや

需要の低迷等から前年を下回る結果となった。

　カ　花き

　平成１２年度の花きの作付（収穫）面積は、切り花類

が２，１６０ha（前年比６０ha 増）、球根類３１ha（前年比５

ha 減）、鉢もの類１万２，８００a、花壇用苗もの類１万

４，７００a（前年比１，７００a増）であった。

　生産額（花木、地被植物は除く）は、３０３億円（前年

比１億円増）となった。品目別では、切り花類が２０１億

円、球根類が１６億円、鉢物類が５６億円、花き苗物類が

３０億円となっている。

　キ　畜産

　平成１３年２月１日現在の飼養戸数は、乳用牛で

５，２２０戸（前年比５．１％減）、肉用牛で３万２，０００戸（同

６．２％減）、豚で１，９２０戸（同９．９％減）、採卵鶏で３６０戸

（同２．７％減）となった。飼養頭羽数は、乳用牛で１５万

９，０００頭（同３．１％減）、肉用牛で４２万６，０００頭（同３．５％

減）、豚で１６１万８，０００頭（同１．５％減）、採卵鶏で１，８３３

万７，０００羽（同０．７％増）となった。また、１戸当たり

の飼養頭羽数は、いずれも増加している。

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食農教育の実践

　特に次代の担い手である子ども達に「食」の大切さ、

「農」の大切さを実感してもらう必要があるとの認識

から「食農教育」を推進している。推進にあたり、学

習素材や実践内容について検討を行うため、食と農に

係わる関係者からなる「食農教育懇談会」を開催して

いる。

　東北農政局では関係機関とともに、「東北地域食農

教育応援団」を結成し、小中学校での授業、消費者が

行う勉強会・研修会で使用する教材の提供や、出前講

座などの支援を一体となって行った。また、教材とし

て活用可能な食生活、農業、農村に関する資料リスト、

農業体験学習ができる農家リスト及び食農教育推進の

アドバイザーとなる人材リスト等の作成・配布等によ

る情報提供を行った。

　管内の全小・中学校に対して行った「農林水産業の

学習に関するアンケート」（平成１３年２月調査）では、

「活動を知らなかった」とする学校が６４％を占めた。

しかし、今後農政局へ支援活動を要望するかという問

に対しては９２％の学校が「要望する」としている。要

望事項としては（複数回答）、「授業に使う関連資料の

提供」（８３％）、「子供たちの自由研究等のための資料の

提供」（７１％）、「東北農政局による出前講座」（４３．６％）

があげられており、よりいっそう支援活動の充実が求

められている。

　イ　自給率向上のための条例・基本計画等

東北管内各県は、食料供給基地としての役割が今後も

期待されるところであるが、地域の実状に合わせた取

組みを推進するための指針として、平成１２年度に青森、

宮城、福島県において農業・農村の振興に係る条例が

制定されている。

　また、地域段階での生産努力目標についても平成１３

年度中に全県で出揃うこととなっており、今後はこれ

に基づいた効果的な政策の遂行が求められる。

　ウ　農政の理解を深める取組み

　東北管内各層との意見交換、情報提供を強化するこ

とを通じ、生産者、消費者、農政に携わる者等が相互

に理解できる環境づくりに努めた。食生活指針の普及

や食農教育等の取組みに加え、平成１２年度は新たに、

①現場の生の意見を収集する体制の整備、②地域にお

ける施策の浸透、電子媒体を利用した情報提供体制の

強化に関する取組みを推進した。

　また、平成１２年１２月に「多様な農業の共存」を基本

的目標とし、農業の多面的機能への配慮、食料安全保

障の確保等について取りまとめたＷＴＯ農業交渉日本

提案について、管内各県で説明会を実施し、国民的な

コンセンサスの形成に努めた。

�　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進及び農業施策の浸透を図るた

め、管内６県主務部長会議、市町村長懇談会、地域関

係者と東北農政局長との現地座談会等を行った。また、

地域における食料・農業・農村の発展のための提言を

第８章　地�方�農�政�局－２８４－



いただき、今後の農政の推進に資するため、管内の有

識者等を構成員とする東北地域農政懇談会を開催し、

①土地利用型農業の推進に係る課題と展開方向、②施

策の推進に当たっての役割分担及び各主体との相互理

解と連携、③効果的、効率的な情報提供、情報共有の

あり方、について取りまとめた。

　行政と研究の連絡を密にするための「行政研究連絡

会議」や水稲の「東北地域水稲安定生産推進連絡協議

会」を仙台管区気象台、東北農業試験場、東北農政局

及び各県の関係機関の参画のもとに開催した。

　その他、東北大学と連携して東北管内の中山間地域

を対象に詳細なモデル調査を行い、今後の方向につい

て検討を行った。

�　広報活動

　管内の農業の動向、農政に関する施策の普及浸透を

図るため「東北農業情勢報告」の発表をはじめ、各種

会議の情報、統計情報等について記者発表を行ったほ

か、東北地域農政懇談会、市町村長懇談会等主要会議

を公開で実施した。

　隔月発行の広報誌「土と水と、人間と」（東北農政だ

より）や東北の農業・農村の現状等を図や表で紹介し

た「東北農業のすがた」等を作成し、各自治体、農業

関係団体、消費者等広く配布したほか、民放ラジオ局

６局を通じて「まちからむらから～農政局ダイヤル～」

を８回放送し、農政局の施策を紹介した。また、平成

１２年１０月から東北の農政に関する情報を迅速に伝える

べく、メールマガジン「東北農政の動き」を創刊し、

平成１３年３月まで２５回の配信を行った。

　なお、ホームページや電子メール等インターネット

を活用し、幅広い層と農政関係情報の受発信を行って

いる。

　管内の統計情報組織（４２か所）に農林水産業に関す

る総合的な情報提供・照会窓口「農林水産情報セン

ター」を設置し、生産者、消費者をはじめとした国民

各層の情報ニーズ、各種照会等に対応している。

２　関東農政局

�　地域及び農業経済の動向

　ア　地域経済

　管内の経済情勢をみると、個人消費は、消費マイン

ドが引き続き改善する中、概ね横ばいの状態が続いて

いる。住宅建設では、低金利、住宅ローン減税などの

政策効果により戸建て、マンション共に概ね横ばいと

なっている。設備投資は持ち直しの動きが続いており、

企業収益の改善等を背景に全産業で増加した。公共事

業は、首都圏の大型工事は前年を上回っているが、都

県を中心に単独事業を抑制しているため、前年に比べ

て低調な動きとなっている。輸出は堅調に推移してい

る。

　このように、管内経済は、厳しい状況をなお脱して

ないものの、緩やかな改善が続いている。

　イ　農家経済

　平成１２年の販売農家１戸当たりの農業粗収益は３７６

万円（対前年比９６．３％）。農外所得は、景気低迷による

給料・俸給収入等の減により５３７万円（同９６．７％）、年

金・被贈等の収入は、年金受給者の増加により２１６万円

（同１０２．５％）となり、これらを合わせた農家総所得は

８９４万円（同９７．７％）。

�　農業生産の動向

　ア　水田を中心とした土地利用型作物

　管内における平成１２年産の水稲の作付面積は、前年

より約２千 ha 減少し、３３４．７千 ha となったが、生育期

間を通じておおむね天候に恵まれたことから、生産量

は１，８１１千ｔ（対前年比１０２．７％）となった。

　平成１２年産の４麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸

麦）合計の作付面積（子実用）は、４４，８００ha とほぼ横

ばい（前年産比１０２％）であったが、収穫量は、

１８３，５００t（同１０６％）。

　平成１２年産大豆の管内の作付面積は、１６，７００ha で平

成７年産より６，０００ha 増加し、収穫量は３１，４００t（同

１１４％）。

　イ　園芸作物

　管内の平成１２年産の主要野菜（２８品目）の作付面積

は、１３９千 ha（対前年比９９．０％）で、収穫量は、４，４３６千

ｔ、出荷量も、３，７６３千ｔと前年産並となった。

　平成１２年産果樹の栽培面積は、前年産に比べ１．１％

減少し、６４，８００ha となった。管内主要果実の収穫量は、

うんしゅうみかんは、収穫量は１７５，４００t（対前年比

９１．５％）、りんごは、収穫量は１９８，６００t（同９３．６％）、な

しは収穫量が１７２，１００t（同９７．６％）、ぶどうは収穫量が

９６，９００t（同９４．４％）となった。

　管内の平成１１年産の花きの生産は、全国の作付面積

の４０．０％を、また生産額の３５．５％を占める。

　管内主産県（静岡県及び埼玉県）の平成１２年産の茶

の生産は、摘採実面積２１，０００ha（同９８．６％）、生葉収

穫量１８４，１００t（同１００．９％）、荒茶生産量４０，５００t（同

１０１．３％）。また、管内の養蚕は、繭生産量８６１ｔ（対前

年比８４．１％）。

　ウ　畜産・飼料作物

　平成１３年（２月１日現在）の乳用牛飼養頭数は３０万

７千頭（同９７．８％）、生乳生産量は１６９万ｔ（同９８．７％）、

肉用牛飼養頭数は３９万８千頭（同９８．０％）、豚飼養頭数
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は２７０万３千頭（同１００．７％）、採卵鶏飼養羽数は３，４５５

万７千羽（同９８．４％）、飼料作物作付け面積は、５万

ha（同９７．５％）。

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　国民参加型農政の展開

　関東農政局では、平成１２年９月に管内の住民を主な

対象とするインターネット上のネットワークである

「あぐりテーブル関東」を結成した。

　また、国民参加型農政の観点から、ＷＴＯ農業交渉

について、幅広い方々の意見と理解を得るためＷＴＯ

農業交渉に関する意見を聞く会及び説明会を開催した。

　イ　水田を中心とした土地利用型農業活性化対策の

　　推進

　米の計画的生産と水田を有効活用した麦・大豆・飼

料作物等の本格的生産振興を図るため、関東ブロック

水田農業推進協議会における関係者の合意の下、「水

田農業経営確立運動」を展開した。

　ウ　都市農業の振興

　都市農業の振興方策等を検討するため、有識者の委

員と関係都県主務部長（オブザーバー）とで構成する

「都市農業検討会」を開催し、その検討結果を踏まえ、

都市農業検討会報告書を公表、今後の都市農業振興の

ため都市農業座談会（あぜ道講）を開催した。

　エ　環境に配慮した農業農村整備

　食料・農業・農村基本理念に掲げられている「多面

的機能の適切かつ十分な発揮」を踏まえ、平成１２年度、

多面的機能の発揮に向けた農業農村整備のあり方や展

開方向を検討するため、モデル地域を選定し、モデル

地域概要書を作成、局内若手職員を中心としたワーキ

ンググループを立ち上げ、意見交換や内容の検討を進

めた。

�　関係諸機関との連携強化

　地域農政の推進に資するため、管内農政・農地主管

部長会議、市町村長懇談会等を開催し、管内農業情勢

の現状と課題等について意見交換を行った。また、都

県に出向き開催している現地農政懇談会及び一日関東

農政局においても地元農業者・関係団体等と管内農業

の現状と課題について意見交換等を行った。

�　広報活動

　管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸

透を図るため、「関東農業情勢報告」、各種統計資料及

び「関東の農業」を作成・公表し、報道関係者等に管

内の農業・農村を紹介した。

　また、広報誌「いぶき」（季刊）を年４回発行し都県

市町村、農業団体等をはじめ、公立図書館、各種モニ

ター、会議参加者などに配布した。並びに、農林漁業

現地情報「むらとまちの話題」を毎月発行・配布した。

　さらに、一般消費者等を対象としたラジオ番組「関

東農政局だより」（全６回）を放送した。合同庁舎内の

「消費者の部屋」では、特別展示コーナーを設け、毎

月各部の協力で特色のある展示を１２回開催し、広く消

費者に普及活動や情報提供を行っている。

　この他、平成１０年度に開設したインターネットホー

ムページにより農政の施策の紹介など各種情報の迅速

な提供を行うなど、農政への理解の促進に取り組んだ。

３　北　陸　農　政　局

�　地域及び農家経済の動向

　ア　　地域経済

　平成１２年の北陸経済は、個人消費が引き続き低調な

ものの家電量販売など一部に改善の動きがみられる。

　住宅建設は、ローン減税等の効果から堅調に推移し

ており、公共事業は、前年を下回るものの工事量とし

ては、高水準を維持している。

　生産活動では、電気機械が高水準の生産を維持して

いるが、一般機械、繊維は依然低水準で推移している

ほか、金属製品はビル用の需要低迷が続き、住宅用が

抑制気味の生産となっているなど一進一退の動きが続

いている。

　また、雇用情勢は有効求人倍率が依然低水準で推移

しており、雇用保険受給者数も高水準で推移するなど、

依然厳しい状況にある。

　イ　　農家経済

　平成１２年の農家経済の動向をみると、農業所得は５９

万円で前年に比べて７．８％減少した。

　これは、農業経営費が賃借料及び料金、農用建物等

が増加した一方、飼料、農機具・農用自動車、土地改

良及び水利費が減少したことによりほぼ平年並み

（０．２％減）であったものの、農業粗収益が価格の低下

から稲作収入が３．１％減少したほか、野菜収入や畜産

収入が減少したことなどにより２．２％減少したことか

ら、農業経営費を上回って減少したためである。　ま

た、農外所得は、農外収入の主体をなす労賃俸給等の

収入が減少したほか、農外事業収入も減少したことか

ら６４７万円となり、前年に比べ２．９％減少した。一方、

年金・被贈等の収入は２２５万円で、前年に比べ４．３％減

少した。

　この結果、農家総所得は９３１万円となり、前年に比べ

て３．６％減少した。

�　農業生産の動向

　ア　　水稲

　平成１２年産水稲の作付面積（子実用）は、主に田耕
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地面積が減少したため、前年産に比べて９００ha 減少し、

２２万３００ha となった。作柄は登熟がやや良かったこと

から、作況指数１０３の ｢やや良 ｣　となり、１０ａ当たり

収量は前年産を６㎏（１．１％）上回る５３７㎏であった。

この結果、収穫量は１１８万２，０００ｔで ､前年に比べて

８，０００ｔ（０．７％）増加した。

　品種別作付面積割合は、コシヒカリが前年を０．８ポ

イント上回る７７．８％で、ゆきの精（新潟）・能登ひかり

（石川）等の早生品種は減少した。

　イ　　麦・大豆

　平成１２年産六条大麦（子実用）の作付面積は、「水田

を中心とした土地利用型農業活性化対策」の推進に伴

い、各県で作付けが増加し、前年産に比べ１４．９％増の

５，４１０ha となった。作柄は、全粒数がやや多く ､登熟

はやや良かったことから、作況指数１０７の「良 ｣となり、

１０ａ当たり収量は３２２㎏であった。

　なお、被害の多かった石川は「不良」となった。

　平成１２年産大豆（乾燥子実）の作付面積は、「水田を

中心とした土地利用型農業活性化対策」の推進に伴い、

各県で作付けが増加し、前年産に比べ２０．０％増の１万

５，０００ha となった。作柄は着さや数はやや多く、登熟

が順調であったことから作況指数は１０６の「良 ｣となり、

１０ａ当たり収量は１８３㎏であった。

　なお、着さや数が平年並み～やや少なく、登熟が抑

制された石川、福井はともに「不良」となった。

　ウ　　野菜

　平成１２年産野菜（主要２５品目）の作付面積は、主に

生産者の労力事情等により根菜類等を中心に、前年産

に比べ２．７％減の２万１，４００haとなった。収穫量は、す

いかが着果、肥大ともに良好で前年産を上回ったもの

の、さといも、キャベツ等は減少し、前年産並みの４３

万６，９００ｔとなった。

　エ　果樹・花き

　平成１２年産果樹（主要８品目）の結果樹面積は

５，３５０ha、収穫量は６万１，７００ｔで、ともに前年産並み

となった。これは、ぶどうの作柄が前年産を上回った

ものの、新潟県のかきは結果数が少なく、高温・少雨

により果実の肥大が抑制され、作柄が前年産を下回っ

たことによる。

　平成１２年産花きの作付（収穫）面積は、切り花類

５９６ha、球根類４９５ha、鉢もの類１１４ha、花壇用苗もの

類３６ha であった。これを前年産と比べると鉢もの類

は８％、球根類は輸入ものの増加による価格の低迷等

により６％それぞれ減少した。

　なお、収穫面積の減少した鉢もの類及び球根類の単

位当たり出荷量はともに前年産を上回っている。

　オ　　畜産

　平成１２年２月１日現在における乳用牛、肉用牛、豚、

採卵鶏の飼養戸数、飼養頭羽数はともに飼養者の高齢

化や後継者不足等により前年に比べ減少した。

　また、１戸当たり飼養頭羽数は小規模階層の減少等

により全畜種で前年並みから前年を上回った。　

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　食料・農業・農村基本法に関連した取組みについて

　「食料・農業・農村基本法」に基づき、基本法に掲げ

られた理念や施策の基本方向の具体化を図るため１２年

３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」

に沿って、農政局では、「国民参加型農政」の展開に向

け、「北陸農政局アクションプログラム」を北陸農政局

新基本法農政推進本部において決定し、諸々の実践活

動を展開し始めた。また、推進本部の下に設置した４

つのプロジェクトチームにおいて、今後の地域農政の

展開に向けて具体的な検討を行い、報告を取りまとめ

た。中でも、普及啓発推進ＰＴでは、農政局が地域と

農林水産省との中間点、つまり情報の結節点にあるこ

とから、受信機能、咀しゃく機能、発信機能を発揮す

る「情報の受発信システム」の構築に取り組んだ。

　ア　食料自給率の向上

　�　管内各県における農業ビジョンの作成と農産物

　　　の生産努力目標

　食料・農業・農村基本計画では「地方公共団体、生

産者団体等による地域条件と特色を踏まえた生産努力

目標の策定を促進する」とされており、すでに石川県

では８年に「いしかわの農業・農村・食料アクション

プラン」を策定し、生産努力目標を含め５年程度の間

に取り組む方向等を明らかにし施策を推進している。

　さらに、他の３県においても、「にいがた農林水産ビ

ジョン」（豊かな食と緑の 故  郷 づくり）、「富山県農業・
く に

農村新世紀プラン」（食と生活をささえる農業・農村を

めざして）及び「２１世紀福井の食料・農業・農村ビジョ

ン」（県民と共につくる福井農業・農村の展開）をそれ

ぞれ策定している。

　�　食生活の改善等

　近年の食習慣の乱れ等による栄養バランスの偏り、

食料自給率の低下の問題等の食生活をめぐる情勢を踏

まえ、１２年３月に「食生活指針」が閣議決定された。

　食生活指針策定元年に当たる１２年は、食生活指針の

理解と実践を促進するため、消費関係者、生産関係者、

食品産業関係者、栄養・教育関係者、有識者等から委

員（１４名）を選定し、９月に「北陸地域食生活指針推

進協議会」を設置して同協議会を２回開催し、啓発推

進に努めた。
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　富山県及び石川県では、県が実施主体となり「健全

な食生活地域活動推進事業」を実施し、食生活指針の

普及・定着のため、イベントの開催などの取組みを

行った。

　イ　中山間地域の振興

　新潟県高柳町では、高品質米の安定生産と低コスト

化の促進のため柏崎農協が「新山村振興等農林漁業特

別対策事業」によりライスセンターを整備し、これを

契機として各集落に受託者グループが育成されるとと

もに集落間においても受託者協議会を設置し、農作業

受委託の促進が図られている。

　また、石川県白峰村では、自然体験活動等により子

ども達の健全育成に主眼をおく文部科学省と、農林漁

業体験民宿等を活用したグリーン・ツーリズムによる

農山漁村の活性化を推進する農林水産省との連携によ

り、「グリーン・ツーリズムと心の教育連携モデル事

業」による都市の子ども達と地元住民や学童との交流

が行われた。

　ウ　中山間地域等直接支払制度の実施

　中山間地域等では、担い手の減少、耕作放棄地の増

加等により多面的機能の低下が特に懸念されている。

　このため、担い手の育成等による農業生産活動等の

維持を通じて、耕作放棄の発生を防止し、多面的機能

を確保する観点から、「中山間地域等直接支払制度」が

１２年度より開始されたところである。

　農政局では、市町村担当者、集落代表者等の参加を

得て、現地意見交換会を各県で開催したほか、管内の

集落代表者、市町村担当者等と当局幹部との懇談会で

ある「地域づくりの夢を語る会」を開催するなど、制

度の普及浸透を図った。

　エ　農業の持続的発展等

　管内各県の認定農業者は、１１年度末から順調に増加

してきており、認定農業者に対する農地利用の集積な

ど効率的かつ安定的な農業経営に成果を挙げている。

　また、経営の安定化のための取組については、石川

県において、農地法の改正を受けて有限会社から株式

会社に移行した農業生産法人があり（全国初の株式会

社化）、経営に当たっては、販売におけるインターネッ

トの活用、顧客管理及びマーケッティングにおける

データベースの活用等、ＩＴの積極的な導入に取り組

んでいる。

�　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進に資するため、管内農林・農

地部長会議、市町村長懇談会、北陸地域づくり懇談会

を開催し相互連携の強化に努めた。

　また、北陸地域の学識経験者、報道機関、地方公共

団体、経済団体、消費者団体及び農業関係者を委員と

して構成する「北陸地域農政懇談会」を開催し、最近

の農政をめぐる情勢について意見交換を行った。特に、

中核農業者も参加した「拡大北陸地域農政懇談会」で

は、北陸地域における農業経営の実態等を踏まえ、今

後の経営政策はどうあるべきか意見交換を行った。

　このほか、今後の「食農教育」の推進に資するため、

新潟県内の教育関係者との懇談会を開催し、食と農業

に関する教育の現状や課題、提案等今後に向けての意

見交換を行った。

�　広報活動

　　「食料・農業・農村基本計画」や「食生活指針」な

どの更なる推進を図るともに、一般市民の理解と協力

を得るため、細やかな情報の発信と積極的かつ幅広い

広報活動を展開した。

　ア　報道機関対応　　　　　　　　　　　　　　　

　「北陸農業情勢報告」をはじめ管内の農業動向、各種

調査結果、主要施策等について随時公表を行うととも

に、農政担当記者との情報交換の場として、石川地区

（金沢市）及び新潟地区（新潟市）において記者懇談

会を毎月開催したほか、７月に新潟地区、１０月には石

川地区において北陸農政局が施工中の事業を視察する

現地意見交換会を実施するなど一般市民へのタイム

リーな情報提供に努めた。

　イ　地域に密着した広報の展開　　　　　　　　　

　地域に密着した広報活動の強化として、食料・農業・

農村基本計画の概要やＷＴＯ農業交渉をめぐる情勢な

どについて、国民各層への理解が得られるよう消費者

団体、経済団体、大学、教育機関などに説明会（出前

講座）を年間を通じて２０回実施した。

　ウ　広報誌の発行　　　　　　　　　　　　　　　

　広報誌「のうせい北陸」を年４回、タイムリーな情

報を発信するための「のうせい北陸ミニ」を年３回発

行し、市町村、農業団体、消費者団体、経済団体、教

育関係機関等に対して新基本法など様々な農政情報を

提供するとともに、北陸農業と農村の現状を図表等で

紹介した「北陸農業の姿」、「ほくりく食料・農業・農

村の概要」を発行した。

　エ　ラジオ放送

　ラジオ番組「北陸農政局だより」を民放４局で８回

にわたり放送、食料・農業・農村基本計画の概要と各

種関連施策について、管内各地ですでに取り組まれて

いる先進的な優良事例を現地の声を交えて紹介した。

　オ　ホームページ

　ホームページでは、農政や統計の情報などをタイム

リーに掲載するとともに、農政改革の背景・概要を分
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かりやすく解説した。また、食農教育の推進に資する

ため、教育機関・子供向け「農林水産業Ｑ＆Ａコー

ナー」の開設、食農教育関連コーナーの充実を図った。

４　東　海　農　政　局

�　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成１２年度の東海経済は穏やかながらも改善に向け

た動きがみられた。生産活動を鉱工業でみると主力の

自動車が増加しているほか、ＩＴ関連を中心とする電

気機械等が好調に推移した結果、鉱工業生産指数が８

月に過去最高を記録するなど上昇傾向を示した。

　個人消費は、自動車販売が堅調であったものの大型

小売店販売が低調に推移したことから景気回復に向け

た動きは緩慢なものとなった。また、公共投資は減少

し、住宅投資は弱含みで推移した。雇用情勢について

は、有効求人倍率が低水準の０．７７倍となり、企業倒産

件数は１千７７３件で前年を１６．３％上回る厳しい状況と

なった。

　イ　農家経済

　平成１２年の農業所得は、野菜 ･稲作などの収入の減

少により農業粗収益が前年比３．０％減の３４５万円となっ

たことから前年比９．０％減の１０４万円となった。農外所

得は、農外収入の大部分を占める労賃 ･俸給手当など

の収入が減少したことから前年比１．８％減の６１４万円と

なった。年金被贈等の収入は前年比６．９％減の２１８万円

となった。農家総所得は、農業所得と農外所得を加え

た農家所得と年金 ･被贈等の収入が減少したことから

前年比３．８％減の９３７万円となった。

�　農業生産の動向

　ア　水稲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成１２年産水稲の作付面積は、宅地や畑等への転用

･転換により減少したことと、水田を中心とした土地

利用型農業活性化対策の推進により前年産比０．７％減

の９万４千８００ha となった。作柄は作況指数１０４の「や

や良」で、１０ａ当たり収量は５０２㎏ となり、収穫量は

前年産比２．３％増の４７万５千６００tとなった。

　品種別に見ると、コシヒカリが４３．７％を占め、次い

でハツシモ１２．１％、あいちのかおり８．２％、祭り晴

５．４％、あきたこまち４．９％となり、これら上位５品種

で全体の７割を占めた。

　イ　小麦

　平成１２年産の小麦の作付面積は水田農業経営確立対

策により前年産比１０．９％増の１万２００ha となった。田

畑別では、畑作にかかるものはわずか２．１％で大部分

は水田作が占めている。

　作柄は作況指数１２１の「良」で１０a当たり収量は前年

産比９％増の３５７kgとなった。収穫量は前年産比２０％

増の３万６，４００tとなった。

　ウ　大豆

　平成１２年産の大豆の作付面積は、前年産比２３．５％増

の６，８３０ha となった。１０a当たり収量は東海豪雨の影

響により作況指数８９の「不良」で１２４kgとなり、全国

の１９２㎏と比較すると依然として大きく下回っている。

　収穫量は１０a当たり収量が前年産より低下したもの

の、作付面積が大幅に増加したことから、前年産比

１０％増の８，４４０tとなった。品種別の作付面積割合をみ

ると、豆腐用需給向きのフクユタカが９１．７％と大宗を

占め、次いでタマホマレ、アキシロメとなった。

　エ　野菜・花き

　平成１２年産の主要野菜の作付面積は、前年産比

２．５％減の２万７，３００ha となった。収穫量は作付面積

が減少したことに加え、東海豪雨及び１０月から１１月の

日照不足などの影響で秋冬野菜の１０a当たり収量が減

少したことにより前年産比７．２％減の８６万３，８００tと

なった。

　平成１２年産花きの作付（収穫）面積は、切り花類２１

万４，２００a、球根類５０５a、鉢もの類４万９，７００a、花壇用

苗もの類１万９，８００aとなった。これを前年産と比べ

ると、切り花類が１％減少したものの、球根類９％、

鉢もの類１％、花壇用苗もの類が７％増加した。

　オ　畜産

　平成１２年度の乳用牛の飼養戸数は、小規模層を中心

に近年減少傾向にあり前年度比５．０％減の１，１５０戸、飼

養頭数は、前年度比５．２％減の６万４，４００頭となった。

　また、肉用牛の飼養戸数は、前年度比５．５％減の

１，９００戸、飼養頭数は、前年度比０．７％減の１２万９，９００頭

となった。

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　認定農業者、新規就農青年の動向

　東海の認定農業者は、平成１２年度末現在では５，６６９

経営体（前年度比１３．３％増）であり、営農類別では施

設花き・花木単一経営が１４．３％、施設野菜単一経営が

１２．９％と施設園芸での割合が高くなっている。

　新規就農青年（新規学卒就農者、Ｕターン就農者及

び新規参入就農者）の数は平成５年以降堅調に推移し、

平成１２年は前年並みの２７３人であった。内訳をみると

新規学卒就農者が前年を２７人下回る９３人となった。

　また、Ｕターン就農者は前年を９人上回る１６０人、新

規参入就農者は前年を１人上回る２０人となった。

　最近の動きとしてはＵターン就農者の増加率が特に

大きく、ここ１０年間で約３倍増となった。
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　イ　農用地の利用集積に対する支援

　認定農業者等への農用地の利用集積を加速的に進め

るために農地流動化推進員による農用地の売買・貸借

や作業受委託の掘り起こし活動等を支援する農用地利

用調整特別事業や農用地の利用集積の実績に応じて利

用集積促進費を交付する先導的利用集積事業を実施し

ている。平成１２年度には、農用地利用調整特別事業と

して農地流動化推進員６，７０５人が主体となり、２３１市町

村において農用地の利用調整活動が行われた。

　また、農用地の売買や貸借の際に農地保有合理化法

人が農用地を中間保有することで円滑に利用集積を進

める農地保有合理化事業については、平成１３年４月１

日現在で農地保有合理化法人数は６０法人となり、この

うち農協が５３法人と大部分を占めている。

　平成１２年度の農用地買入面積は農産物価格の低迷や

農地価格の下落を背景に前年度比１８．５％減の４３．２ha

となった。このうちＵＲ対策事業として実施されてい

る特別事業（経営転換タイプ）、農地保有合理化緊急加

速事業、中山間農地保全対策事業の３事業による買い

入れが、全買入面積の９５．１％を占め、農用地の利用集

積に大きく寄与した。

　ウ　現場に直結した技術開発の推進　　　　　　　

　農林水産省で平成８年７月より取り組まれている

「農業キーテクノロジーの確立普及のための行動計

画」を受け、東海農政局においても、平成８年７月に

「東海農政局技術関連対策推進会議」を設置し、特に

東海農業と関連の深い①日本型直播稲作技術、②大豆

適期作業の実施 ･機械化体系の確立による省力安定生

産技術、③キャベツ等野菜の機械化一貫体系技術、④

果樹の省力栽培技術、⑤有機資源リサイクルシステム、

⑥花き生産・流通の中長期ビジョンに沿った展開の６

課題について生産現場に直結する技術の確立に向け現

地で実証検討等を行った。

　エ　農村活性化の推進

　農林業等活性化基盤整備計画を作成した市町村数は、

平成１２年度末で対象１２７市町村の９割に相当する１１３市

町村となった。

　また、農業経営の改善 ･安定を図るための新規作物

の導入、その他生産方式の改善及びこれらに必要な施

設の整備が盛り込まれた農業経営改善安定計画の認定

については、平成１２年度末において６団体で行われて

いる。

　農産物の収穫等の体験を通じて農業・農村に親しむ

機会を提供する農業公園等交流施設については、農業

構造改善事業や山村振興事業等により整備された

９２ヶ所の平成１２年度における総入場者数は９５８万人と

前年度に比べ約１６７万人増加した。

　グリーンツーリズムの一環として都市住民等を受け

入れる農林漁業体験民宿については、「農山漁村滞在

型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」に

基づき登録されているものが平成１３年３月末現在で３２

軒となった。

　オ　食農教育への取組

　食料や農業への関心が国民各層で高まる中、教育の

場でも食料及び農業に関する教育（いわゆる「食農教

育」）を要望する声が大きくなっていることを踏まえ、

東海地域における食農教育の取組みを積極的に支援す

るために、農林水産省の出先４機関が連携して

「MAFFとうかい食農教育応援団」を発足させ、教育

機関からの講師派遣要請への対応や講演会の開催など

により食農教育の普及 ･拡大に取り組んだ。

�　関係機関との連携強化

　地域農業の実情に即した農業政策の円滑な推進に資

するため、管内各県農業関係部長会議、市町村長を囲

む農政懇談会等を開催し、地域農業情勢とその問題点、

市町村の抱える農政推進上の諸問題、予算・制度等に

ついて意見交換を行った。

�　広報活動

　管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸

透を図るため、「東海食料 ･農業 ･農村情勢報告」を作

成・配布したほか、農林水産統計情報や各種会議の状

況について随時記者発表を行うとともに、報道関係者

に管内の農業・農村の実態について理解増進を図るた

め現地調査を実施した。また、農林水産省の施策や食

料･農業･農村の現状について広く紹介する広報誌「と

らいアングル」（季刊）を発行し、県市町村、農業団体

等をはじめ、公立図書館、消費生活センター、経済団

体等に配付したほか、一般の消費者を対象として農

業・農村への理解を深めるためラジオ番組「くらしと

農業」（全１３回）を放送した。

　平成１１年７月に制定された「食料・農業・農村基本

法」の中の「食料の安定供給の確保」について理解を

図るため、健康で豊かな食生活と食料の安定的な確保

という観点から、日本の食料 ･農業 ･農村の実情と問

題点をわかりやすく解説したビデオ「私たちの生活と

食料生産」を作成し、特に小学校５年生の社会科や平

成１４年度に小学校で実施が予定されている「総合的学

習の時間」の教材として活用できるよう管内の小学校

６００校へ配付を行った。

　農政局内の「消費者の部屋」では特別展示を１２回開

催したほか、東海３県の人が多く集まるイベント会場

で、「消費者の部屋出張展示」を実施し、「食生活指針」
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や「改正 JAS法」等について普及活動や情報提供を

行った。

　さらに、少人数での学習会に農政局職員が直接出向

き、食生活や食料品全般について疑問に答える「おで

かけゼミナール」を平成１２年度は１８回開催した。

　平成１０年８月に開設したホームページでは、必要に

応じ随時更新を行い、農業・農村に関する情報のほか、

消費者に対する情報の発信を行った。平成１２年度のア

クセス件数は前年度比１０．９％増の２万３，１７２件（１日平

均約６３件）となった。

５　近　畿　農　政　局

�　地域及び農家経済の動向

　ア　地域経済

　平成１２年の近畿経済にあっては、前年度に回復傾向

を示した鉱工業生産が、一般機械・電気機械を中心に、

引き続いて対前年度比プラスを堅持した。個人消費を

みると、大型小売店販売額は依然として対前年比マイ

ナス状態にあったが、家電販売・乗用車（新車）販売

は、夏から秋にかけてやや低調でありながらも前年比

プラス傾向で推移した。新設住宅着工戸数は、持家・

借家が全体に低調であったうえに、分譲住宅にも縮小

傾向が現れ、全体に全国に比べて落ち込みが大きい。

公共投資（公共工事請負金額）は、秋に経済対策が図

られたものの全体に前年を大きく下回った。雇用情勢

をみると、有効求人倍率は低水準ながら緩やかな回復

傾向が認められるも、完全失業率は依然として高水準

で全国平均よりも１ポイント程度高い値にあり、厳し

い状況が続いている。

　このように近畿の景気は、雇用情勢の厳しさ、大型

小売店販売額の低調な状態は依然として継続しており、

回復材料が認められる鉱工業生産部門や個人消費の面

においても今後は海外経済の減速等が影を落とすこと

も懸念され、全体的には改善の見通しは不透明な状態

である。

　イ　　農家経済

　平成１２年の販売農家１戸当たり農業所得は７８万１千

円で、前年に比べ５．０％減少した。これは、稲作収入、

花き収入等の減少により、農業粗収益が１．５％減少し

たことに加え、農用建物費等の増加により、農業経営

費が０．４％増加したことによるものである。農外所得

は、農外収入の大宗をしめる給料・俸給の減少により、

前年に比べ３．９％減少し６３９万９千円となった。また、

年金・被贈等の収入は、公的年金給付金が増加したこ

とにより、前年に比べ７．５％増加し２３９万５千円となっ

た。この結果、農家総所得は、前年に比べ１．４％減少し

９５７万６千円となった。

�　農業生産の動向

　ア　　水稲

　平成１２年産水稲の作付面積は、１２万２，０００ha で、前

年に比べ１，６００ha（１．３％）減少した。これは、主に田

耕地のかい廃等によるものである。作柄は、生育が順

調であったこと、被害率が平年を下回ったことから、

作況指数は１０４の「やや良」、１０ａ当たり収量は５１３kg、

収穫量は６２万５，７００ｔとなった。

　イ　　野菜

　平成１２年産野菜（主要１４品目）の作付面積は１万

８，８００ha で、前年産に比べ６００ha（３％）減少した。こ

れは生産者の労働力不足等によるものである。収穫量

は６３万５，４００ｔ、出荷量は４７万７００ｔで、前年産に比べ

それぞれ２万５，１００ｔ（４％）、１万９，０００ｔ（４％）減

少した。これは、作付面積の減少に加え、秋冬ものが

日照不足の影響等により、生育が抑制されたことによ

るものである。品目別にみると、はくさい及びキャベ

ツが、作付面積の減少に加え、日照不足の影響等によ

り、それぞれ収穫量が前年産に比べ７，２００ｔ（１１％）、

５，３００ｔ（５％）減少したのをはじめ、ほとんどの品目

で、収穫量が前年産よりも減少した。　

　ウ　　果樹

　平成１２年産果樹のうち、温州みかんの結果樹面積は

９，２６０ha で、前年産並みであった。１０ａ当たり収量は、

前年産に比べ大幅に（１７％）減少した。これは、前年

産が着果過多であったことから、本年は開花数、着果

数ともに減少したことによるものである。この結果、

収穫量は１８万８，８００ｔで前年産に比べ４万４，０００ｔ

（１９％）減少した。かきは、結果樹面積が５，５８０haと前

年産並みで、着果数も前年産並みに確保され、天候も

比較的順調に推移したことから、収穫量は８万７，５００

ｔと前年産並みであった。うめは、結果樹面積の増加

に加え、果実の肥大が良好であったことから、収穫量

は７万８００ｔで前年産に比べ６，６００ｔ（１０％）増加した。

　エ　畜産

　平成１２年２月１日現在における、乳用牛の飼養頭数

は５万３，１００頭、肉用牛の飼養頭数は１０万４，５００頭で、

それぞれ前年に比べ３，６００頭（６％）、３，０００頭（３％）減

少した。これは、飼養戸数の減少等によるものである。

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食生活のあり方の見直し

　平成１１年度に開催された「近畿の食生活の在り方検

討会」の提言及び平成１２年３月に作成された「食生活

指針」に基づき、今後の食生活のあり方を検討する趣

旨で、「食を担う女性たち」が一堂に会して討論を行う
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「食を考える集い」、地域農産物の利用方策等につい

て討論する「食生活フォーラム：私たちの食生活と地

域農産物の関わり方」等を開催し、消費者に対する啓

発と関係者の連携強化を図った。一方、管内の食品関

係業界によって構成された食生活指針推進協議会を７

月に設置し、生産現場や外食産業界からの意見・提案

を受けつつ、食生活の改善、地域農産物と食生活の関

わり方について、検討を行っている。また、食生活や

農業に対する若年層の関心を高めるため、教育現場に

おいて食生活と健康との関連や、農業の重要性等につ

いて講話等を行う「出張講座」を計８５件にわたって実

施したほか、パンフレット「食・農・環境学習のすす

め～導入編～」を作成、管内全ての小学校・教育委員

会へ配布し、食・農教育の重要性に対する理解の浸透

を図っている。

　イ　農業の担い手の育成・確保

　稲作については、飯米農家が多く、安定兼業先にも

恵まれていることから経営規模の拡大はなかなか進ん

でいないものの、大規模農家は増加傾向にある。稲作

ウエイトの高い府県（滋賀県、京都府、兵庫県）では、

水稲の生産性向上等を念頭に、集落を基本とした営農

組織育成に力を注いでいる。稲作以外では、小規模農

家の減少傾向は続いているが、法人等大規模経営体は

横這いないし微増傾向で推移している。認定農業者数

（延べ）は、６，４３０経営体（１３年３月末現在）であるが、

新規認定を受ける経営体数は伸び悩んでいる。市町村

によって取組姿勢の違いもあり、市町村ごとの認定状

況には相当差がある。農業生産法人数は、各府県の主

要作物を主体に増加傾向にあり、過去６年間で６３法人

（平成６年）から１６４法人（平成１２年）へと増加してい

る。

　ウ　多様な生産活動の担い手について

　農業サービス事業体については、水稲における集落

営農との関連もあり任意組合及び農協の形態によるも

のが大宗を占めており、会社組織によるものは僅かで

ある。兼業農家が大半を占めるという稲作構造の下で、

集落を基礎として農業機械の共同利用、作業の受委託

等による生産性の向上と転作の推進を目指した取組が

幅広く行われている。集落営農の法人化等経営の安定

性を増すよう指導しているが、現在のところ法人化し

た事例は限られている。中山間地域等においては、農

作業受託を行う市町村出資の市町村農業公社（農地保

有合理化法人）が８公社設立されている。これらの農

業公社では、採算性確保が課題となっている。担い手

不足地域においては、JAが出資した農業生産法人が

１２法人設立されている。また、JAが作業受託を行う

など実質的に地域の営農に係わっている例が相当ある。

　エ　新規就農について

　若年の新規就農者は、ここ数年増加傾向にあり、１２

年度は２６４名になった。このうちＵターン就農者が１４８

名で最も多く、次いで新規学卒者の７９名、新規参入者

が３７名となっている。こうした中、「就農準備校（近畿

校）」の他、新規就農希望中高年等を対象にした講座

（京都府、奈良県）を開催するなど、新規就農促進に

向けた取組が行われている。

　オ　事業をめぐる特徴的な動き

　地域農業基盤確立農業構造改善事業では、１２年度ま

で１３６地区が事業認定され、滋賀県、兵庫県の稲作地域

を中心に多様な担い手として集落営農の育成や担い手

農家への利用集積、コスト低減、地場産米のブランド

化や転作作物の高付加価値化に向けた取組や京都府の

茶、奈良県の柿、和歌山県のうめに代表される地域特

産物の流通合理化、高付加価値化を図るための取組が

なされている。また、効率的かつ・安定的な経営体が

地域農業の相当部分を占める農業構造を確立するため、

平成１２年度から経営構造対策事業を実施している。１２

年度は全国１３２地区、うち近畿では１０地区が認定を受

け、地域の実情に即した総合的な事業展開を行ってい

る。新山村振興等農林漁業特別対策事業においては、

山村等中山間地域の振興を促進するため、地域の個性

を活かした農林漁業を始めとする多様な産業の振興、

山村地域と都市との間の交流の促進とこれを支援する

豊かな自然環境の保全及び地域の担い手の確保に必要

な事業を総合的に実施している。具体的には、兵庫県

但東町で、転作奨励をきっかけとして、町の在来種で

ある赤花そばを新たな地域資源と位置付け、そば用コ

ンバイン（高生産性農業用機械施設）や乾燥調製貯蔵

施設（穀類等乾燥調製貯蔵施設）を導入して生産の効

率化を図るとともに、販売拠点として、町営温泉施設

に隣接した、そばを中心とした食堂（農林水産物直売・

食材供給施設）の整備などに取り組んできた。これら

の取組みにより、平成５年に４万６千人であった交流

人口が１２年には４８万６千人に増加し、そばの消費量が

拡大した。その結果、作付面積が６年の１１haから１２年

には６３ha に増加し、また、販売拠点の「赤花そばの郷」

等で１７人の雇用を創出することもできた。このように、

生産、流通、販売を地域内で行うことで、それぞれの

効果が相乗的に高まり、作付面積の増など農家の生産

意欲の向上や、施設整備による新たな雇用確保等、地

域の活性化へつながっている。国営事業では、京都府

の日本海に面した熊野郡久美浜町、竹野郡網野町で実

施していた国営農地開発事業「丹後西部地区」が完了
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した。本事業地区は山林、原野、水田が複雑に混在す

る地形条件から、農業基盤の整備が立ち遅れていると

ともに、過疎化が進み地域の活性化が課題となってい

た。このような状況に対応するため、昭和５９年度から

本事業により、未利用の山林、原野を開発して、畑地

を造成するとともに、併せて介在する谷地田の区画整

理や道路の整備によって、経営規模の拡大と農地の集

団化を図り、生産性の高い近代的な農業経営の実現を

目指し実施されていた。これに要した費用は１２６億円、

農地造成面積１７２ha であり、果樹を中心にたばこ等が

栽培されている。また、農地再編整備事業「亀岡地区」

が平成１３年１月に着手された。本事業地区は、京都府

南部の亀岡盆地に位置する穀倉地帯であるが、ほ場の

区画が狭小で、耕作道路が未整備であり、水路が用排

水兼用であることから、大型機械の導入や用排水管理

に支障をきたしている。このため、本事業により地区

内農地の大区画化・汎用化と併せて排水路・道路等の

改修を含めた総合的かつ広範な整備を行い、担い手へ

の農地の利用集積等による経営規模の拡大や生産コス

トの低減を図るとともに、土地利用の整序化を通じ、

優良農地の確保と地域の活性化を図ることとしている。

�　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進を図るため、マスコミとの懇

談会、市町村長懇談会、管内府県部長会議、管内府県

生協連協議会との懇談会を開催し、広く意見交換を

行った。近畿に所在する国の出先機関が共通の目標

（ビジョン）の実現に向けて連携し、近畿が自立して

いくための様々な施策を擁立していくことを目的にす

る近畿広域戦略会議に参加した。

�　広報活動

　近畿食料・農業・農村情勢報告及び各種統計資料を

公表したほか、近畿地域の農業・農政をめぐる最新の

話題を紹介するラジオ番組「近畿農政局だより」の放

送、広報誌「INFORMATIONくらしと農政」を発行

し、行政機関、農業関係者はもとより一般消費者への

配布を行った。「消費者の部屋」においては、神戸農林

水産消費技術センター、京都食糧事務所、京都大阪森

林管理事務所及び種苗管理センター関西品種調査農場

とともに、時期折々の情報をテーマとした特別展示

（１７回１０４日間）を実施した。このうち、消費者との積

極的な交流を図るため、都市と農村の交流イベント

「日本ふるさと物語」や「ふるさとプラザ大阪」等に

おいて局外展示（１２回５５日間）を実施し、特に「ふる

さとプラザ大阪」では約１ヶ月間にわたり、農林水産

省の幅広い業務の紹介を行った。

６　中国四国農政局

�　地域及び農家経済の概要

　ア　地域経済

　平成１２年の中国四国地域の経済動向を主要指標でみ

ると、消費者物価は前年に比べ中国、四国ともに０．６％

のわずかな下落、家計消費支出は中国が１．０％、四国が

０．５％の増加となっている。

　建設活動をみると、新規住宅着工戸数は中国が

０．５％増加したものの、四国は２．４％減少している。大

型小売店販売額（店舗調整済）は、中国が３．１％減少、

四国は前年並みとなり、公共工事請負金額は中国が

９．９％、四国が１１．０％とそれぞれ減少している。企業

倒産件数は中国、四国とも前年に比べそれぞれ２９．３％、

１２．６％と、かなり増加している。また、企業（金融・

保険業を除く資本金１千万円以上の法人企業）におけ

る景況判断をBSI（ビジネス・サーベイ・インデック

ス）でみると、中国、四国ともに「下降」超幅の縮小

にはいたっていない。

　一方、生産活動を鉱工業生産指数でみると、中国は

６．４ポイント、四国は１．４ポイントとそれぞれ上昇して

いる。有効求人倍率は増加傾向にあり、雇用情勢は回

復の兆しがみられる。

　このようなことから、１２年の中国、四国の経済は明

るい見通し材料もあるものの依然として厳しい状況に

あるといえる。

　イ　農家経済

　平成１２年の農業経営（販売農家１戸当たり平均）の

動向を見ると、農業所得は野菜及び果樹収入等の減少

により、前年に比べ５．７％減少した。

　また、農外所得は、景気の低迷から給与・俸給等収

入が減少したため前年に比べ３．５％減少した。

　一方、年金・被贈等の収入も、被贈収入等が減少し

たため前年に比べ２．４％減少した。

　この結果、農家総所得は前年に比べ３．３％減少した。

�　農業生産動向

　ア　水稲

　平成１２年産水稲は、作付面積が前年に比べ２，６００ha

減少（対前年比９８．６％）したものの、１０a当たりの収

量が５１５kgで前年に比べ３１kg上回ったため、収穫量は

９７万８，０００tで前年に比べ４万６，５００tの増加（対前年比

１０５．０％）となった。作柄は、中国平均では作況指数

１０４、四国平均では１０３となった。

　イ　麦

　平成１２年産の麦は、作付面積が前年より増加したこ

とと、作柄が良かったことから収穫量は前年に比べ
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２，２００t増加し、３万３，８００t（対前年比１０７．０％）となっ

た。作柄は、小麦は作況指数１１０、二条大麦は１１１、は

だか麦は１１７の、いずれも「良」であった。

　ウ　果樹

　平成１２年産うんしゅうみかんの結果樹面積は、高齢

化による廃園や優良品種への転換があって減少した。

収穫量は３０万２，２００tで、前年産に比べ大幅に減少（対

前年比７１．９％）した。これは、１２年産が裏年であった

ことと、前年の結果過多による樹勢低下や冬期の季節

風による落果が多かったことから、着果数がかなり少

なかったことに加え、５～６月の高温、日照不足によ

る生理的落果が多かったことから、結果数が前年産に

比べて大幅に減少して１０a当たり収量が低下したため

である。

　日本なしは、結果樹面積はやや減少したものの、１０a

当たり収量が２％上昇したことから収穫量は前年産並

となった。ぶどうは、結果樹面積が３％減少したが

１０a当たり収量が前年産より４％上昇したため、収穫

量は前年産並となった。

　エ　野菜

　平成１２年産の指定野菜１４品目の作付面積は、３万

１，６００ha で前年に比べ３．６％減少した。近年は農業従

事者の減少、高齢化による労働力不足等により減少傾

向が続いている。品目別には、さといも（対前年比

９６．１％）、ピーマン（同９５．８％）、キャベツ（９４．７％）、

はくさい（同９５．０％）、レタス（同９５．９％）、だいこん（同

９５．３％）、きゅうり（同９４．９％）、ばれいしょ（同９５．４％）

が減少した。

　収穫量は９５万１，４００tで、作付面積の減少はあるもの

の概ね天候に恵まれ、前年産並となった。品目別には、

キャベツ（対前年比９４．４％）、はくさい（同９３．０％）、

レタス（同８９．９％）、だいこん（同９４．１％）、さといも（同

９４．１％）は減少したものの、にんじん（対前年比

１１５．７％）、トマト（同１０３．１％）、なす（同１０３．５％）、

たまねぎ（同１０３．７％）等は増加した。

　オ　畜産

　平成１２年２月現在の乳用牛の飼養戸数は２，９７０戸（対

前年比９３．１％）、飼養頭数は１０万４，７００頭（同９５．５％）

となり、１戸当たり飼養頭数は前年の３４．４頭から３５．３

頭に増加した。また、肉用牛の飼養戸数は１万３００戸

（同９１．２％）、飼養頭数は２３万４，４００頭（同９７．６％）と

なり、１戸当たりの飼養頭数は前年の２１．３頭から２２．８

頭に増加した。

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　食料・農業・農村への理解を深めるための取組

　平成１１年７月に食料・農業・農村基本法（新基本法）

が施行され、平成１２年３月には、新基本法を具体化す

るための食料・農業・農村基本計画が策定された。こ

れを受けて、農村の役割や位置付けについての国民的

な合意形成を図るため、広報誌等を活用した広報活動

や、地域農政懇談会、市町村長懇談会等の各種会議等、

あらゆる機会をとらえて、各界との意見交換や説明を

行った。

　また、新基本法・基本計画の概要をホームページに

も掲載した。さらに、５月から６月にかけて中国管内

の食料品消費モニター研修会で説明した。

　１２年１１月には「食料・農業・農村基本計画を踏まえ

た地域農政の推進について」をテーマに、地域農政に

関する市町村長懇談会を開催した。その中では、食農

教育の推進において学校教育への関与を推進すべきと

の意見や認定農業者に対する助成措置の拡充を求める

意見、鳥獣害対策を求める意見等が出された。

　１３年２月には「経営の観点からの諸施策の見直し・

再編のあり方」及び「経営を単位とした農業経営所得

安定対策のあり方」をテーマに、平成１２年度地域農政

懇談会を開催した。参加者からは、①多様な農家が集

落営農組織や生産組織として地域農業・農地の維持増

進を担うことが現実的、②農地の有効利用の義務化を

検討すべき、③競争原理は農業にも必要、④特産品づ

くりも中山間地域の活性化等の観点から必要、⑤農業

経営の再編方向を具体的に示すべき、⑥農業基盤整備

について関係省庁が連携・調整して施策を推進すべき、

⑦農業と農村は切り離せないものであり、経営を単位

とした所得安定対策は農村地域を考えていく上で重要、

等多くの意見が出された。

　イ　食農教育への取組

　我が国では、食料の大半を海外に依存しながら飽食

ともいえるほどの豊かな食生活が営まれている一方で、

食生活に起因する問題が顕在化している。

　一方、都市化とともに自然に接する機会が減少して

いる中で、作物を育てる苦労や収穫の喜び、自然の素

晴らしさや生命の尊さといった、農業が持つ、心を育

てる教材としての効果が指摘されている。また、平成

１４年度から導入される「総合的な学習の時間」にふさ

わしいテーマとしても、多くの学校関係者から注目さ

れている。

　このような中、農政局では、学校側の要請に基づい

て農政局の職員が“トンボ博士”として学校を訪問し、

食料、農業などについて子どもたちと一緒に学ぶオー

ダーメイドの出前授業「トンボ博士と一緒に学ぼう講

座」を実施しており、平成１２年度は中学校や高校も含

めて、６県１７市町２３校（３１授業）で行った。そして、
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その成果を事例集にまとめ、関係機関に配布した。

　また、地場産農産物を活用した学校給食について、

自校に調理場を持ち給食を調理している小学校（１，１６９

校）と関係農協（２７７農協）を対象に、意向把握調査を

実施した。その結果、学校側が積極的に活用したい意

向を持っているのに対し、農協側は消極的であること

が明らかになった。

　中国四国の各地域でも、多様な食農教育の取組が行

われている。

　島根県K村では、K小学校と役場、教育委員会、JA、

生産組合、農業改良普及センターが連携して、平成１０

年から、地域の特産物をテーマに「郷土を知る学習」

と題する体験学習に取り組んでいる。これは、わさび

生産振興会が、村の特産物であるわさびについて、村

内の子どもや若い世代に知ってもらおうと働きかけた

ことを契機に行われているものである。

　また、愛媛県 I市 T地区の小学校では、自校式給食

を採用した昭和５８年度から地元産の有機無農薬野菜を

使った学校給食が行われており、JAの協力もあって、

地域内自給率は約６０％に達している。

　ウ　新規就農者確保の取組

　中国四国地域の新規就農者数は、平成２年から７年

まで３００人台で推移していたが、８年以降は４００人台前

半で推移しており、全国と同様、増加傾向にある。

　中国四国地域においては新規参入者が２割を占めて

いる。これは、県・市町村が新規参入者を地域農業の

担い手として位置付け、支援策を行っている成果と考

えられる。

　新規就農者を安定的に確保するために、国・県・市

町村等において各種の新規就農者確保の対策に取り組

んでおり、就農経路に応じた支援策を行っている。

　各県においても、研修費の助成や農地・機械・施設

のリース等様々な就農支援対策が行われており、島根、

岡山、山口、香川、愛媛で１年又は２年の実践的な農

業研修を受ける者に対して研修費の助成を行っている。

また、島根、山口、香川で研修受け入れ農家に対する

研修委託費の支援を行っているほか、新規就農者が定

住するための住宅関係支援等を行っている県もある。

�　関係機関との連携強化

　地域農政の円滑な推進を図るため、中国四国農政局

は、管内各県、農業団体、試験研究機関、普及機関、

消費者、経済界、報道機関等との各種会議に積極的に

参加した。

　特に、今後の農政の推進のためには他産業との連携

が必要不可欠であるため、１０年度から経済界との懇談

会を開催している。１２年度は８月７日に中国経済連合

会との懇談会を実施した。この中で、①農業施策を

もっと顧客の視点で考えるべき、②中山間集落をいか

に守り住民をどう守っていくかが課題、③農林水産省

関係の公共事業の効果が明らかでなく説明が不十分、

④現在の国際分業体制の中で自給率の低いことの問題

点が不明確、等の意見が出された。

�　広報活動

　広く一般市民に中国四国地域の食料、農業、農村に

ついて理解を深めてもらうために、多様な広報活動を

行った。

　ア　インターネットの活用

　ホームページ「中国四国農政局あぐりページ」（平成

９年７月開設）に、平成１２年度は約６万５千件のアク

セスがあった。

　イ　広報誌

　行政機関、関係団体等を主な対象に、農業・農村の

動向や各種施策などの情報提供を行う「ライブ農業中

国四国」（季刊、各号３，５００部）を発行した。

　また、農業に馴染みの薄い都市部の消費者等を主な

対象に「あぐねっと中国四国」第５号及び第６号（各

号１万部）を発行した。

　ウ　ラジオ放送

　農家や消費者に地域農業・農政などの情報を紹介す

るため、管内の民間放送８社を通じて「中国四国農政

局だより」を６回放送した。

　エ　報道機関への情報提供

　中国四国農政局記者クラブ加盟１８社に対し、記者レ

クなどにより情報提供を行った。また、記者クラブ以

外の新聞社７社にも「地方新聞社と中国四国農政局と

のネットワーク」を設け、情報提供を行った。

７　九　州　農　政　局

�　地域及び農家経済の概要

　ア　地域経済

　　九州経済は、ＩＴ需要の拡大を背景に緩やかに改

善したが、米国経済の減速とあわせて、改善のペース

はより緩やかになった。また、鉱工業生産は足踏み状

態になり、雇用は厳しい状況となった。平成１２年度の

鉱工業生産指数は前年度比２．７％増、有効求人倍率は

０．５０、大型小売店売上販売額は前年度比３．０％減（累積

比較）となった。

　一方、食料品関係の平成１２年度の動向についてみる

と、食料品・たばこ工業の鉱工業生産指数は前年度比

０．６％増、大型小売店における飲食料品販売額は前年

度比０．１％増（累積比較）と伸び悩んだ。

　イ　農家経済
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　平成１２年の農家経済（販売農家１戸当たり平均）の

動向をみると、台風の影響で不作であった前年に比べ、

作況指数１０３と回復した稲作収入をはじめ、麦・豆類及

び果樹収入が増加したことから、農業所得は、前年に

比べ８．２％増の１２６万円となった。また、農外所得は

３６９万円で２．４％減少したものの、年金・被贈等の収入

は２１６万円と３．７％増加したことから、農家総所得は

１％増の７１１万円となった。

�　農業生産の動向

　ア　水稲

　水稲の平成１２年産の作付面積は、宅地等への転用に

よる田耕地面積の減少から、前年に比べ３，４００ha 減少

し、２１万５００ha（前年比９８．４％）となった。作柄は、

１０a当たり収量５１０kg、作況指数１０３の「やや良」となっ

た。水稲うるちの品種別作付面積は、ヒノヒカリとコ

シヒカリの２品種で７３．２％を占めている。

　イ　麦、大豆

　麦の平成１２年産の作付面積（４麦計）は、４万

６，９００ha（前年比１０６．６％）となった。作況指数は、小

麦は１３２、二条大麦は１２７で作柄はいずれも「良」であっ

た。

　被害は、５月下旬の強風雨により局地的な倒伏や赤

かび病が発生したが、全般的には平年を下回った。

　大豆の作付面積は２万９００ha（前年度比１１３．０％）で

水田を中心とした土地利用型農業活性化対策の推進に

より九州各県で増加している。

　ウ　畜産

　肉用牛の飼養戸数（平成１３年２月現在）は４万８，１００

戸（前 年 比９５．１％）、飼 養 頭 数 は９８万９，８００頭（同

１０１．３％）となった。

　乳用牛の飼養戸数は、３，４７０戸（前年比９６．４％）とな

り、飼養頭数は１５万４，８００頭（同９８．２％）となった。

　豚の飼養戸数は、２，８９０戸（前年比９１．７％）、飼養頭数

は３００万８，０００頭（同１０１．５％）となった。各畜種とも、

飼養戸数は減少しているが、１戸当たり飼養頭数は増

加している。

　エ　野菜

　指定野菜（１４品目）の作付面積は、近年減少傾向に

あり、平成１２年産は５万４，６００ha（前年比９８．９％）と

なった。また、収穫量は１８６万ｔ（同１０３．３％）となっ

た。出荷量は１５５万３，０００ｔ（同１０４．０％）となった。

　オ　果樹・花き

　果樹の平成１２年産の栽培面積は、生産者の高齢化、

担い手不足等からかんきつ類、くり、かきを中心に減

少し、５万４，２００ha（前年比９７．８％）となった。

　花きの作付（収穫）面積は、切り花類が３，３００ha（前

年度比１００．９％）、球根類が１９９ha（同１１７．８％）、鉢物

類が３３３ha（同１０９．２％）、花壇用苗もの類が１９５ha（同

１１６．８％）となった。

　カ　その他

　甘しょの平成１２年産の作付面積は、１万８，２００ha（前

年比９５．８％）で全国の４２％を占めている。

　い草の主産県である熊本県の平成１２年産の作付面積

は２，７３０ha（前年度比８２．７％）で、平成元年の６，６３０ha

をピークに激減している。

�　主要な農政課題等をめぐる動き

　ア　各県食品産業協議会と九州農政局長との意見交

　　換会

　「食料・農業・農村基本計画」による地域段階での政

策の具体化を図るためには、国はもとより、県、市町

村、農業者、農業団体、食品産業及び消費者などを含

めた関係者の取組みが重要である。このため、九州農

政局では、施策の地域段階での円滑な推進を図る一環

として、食品産業に関する施策など食品産業関係者へ

の情報を提供するとともに、食品産業の現場との意見

交換することを目的に、九州管内６県の食品産業協議

会との意見交換会を開催し、食品の安全性、国内農産

物の生産振興、国内農業との連携の推進及び食品環境

問題など多岐にわたる意見交換がなされた。

　イ　九州における自然循環型農業に関する検討会

　農業の持続的発展を図るためには、環境への負荷を

軽減し、環境と調和した自然循環型農業の推進方向を

明確にすることが必要であり、消費者からは、有機農

法・有機農産物に強い関心が示されている。

　九州地域は、我が国の食料供給基地として今後とも

農業を維持・発展させることが求められている。この

ような中にあって、九州は畜産の飼育密度が高く家畜

ふん尿の産出が多いこと及び食品製造業（加工業）も

多く食品残さが多く産出されることなどから、自然循

環型農業を展開する上で有利な条件を備えている。こ

のため、平成１２年１２月に学識経験者や自然循環型農業

に取り組んでいる農業者等をメンバーとする「九州に

おける自然循環型農業に関する検討会」を設置し、九

州における自然循環型農業の展開に向けた検討を行っ

た。

　ウ　国産稲わら緊急確保の取組み

　平成１２年３月に我が国において発生した口蹄疫の発

生原因として輸入稲わらが最も疑わしいとされており、

畜産において使用されている輸入稲わらを国産稲わら

に転換していくことが緊急の課題となった。このため、

平成１２年５月に「九州地域国産稲わら緊急確保対策協

議会」を設置し、各県対策協議会の活動推進、国産稲
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わらの飼料利用の推進を図るとともに、稲わらの県域

を越えた広域流通を推進した。

　エ　国営農地開発事業「徳之島地区」の完了

　徳之島は鹿児島の南南西４６０km、奄美群島のほぼ中

央に位置し、面積約２４８km２、人口約２万９千人の古生

層の陥落島である。　　　　　　　　　　　　　　　

　基幹産業である農業は、自然的、社会経済的立地条

件に即して、さとうきびを中心として展開していたが、

経営規模の零細性や土地基盤の整備の遅れ等から農業

経営はきわめて不安定で、農業経営の近代化が阻害さ

れている状況であった。

　このため、事業費約２７８億円を投じ、島内全域（徳之

島町、天城町、伊仙町）に存在する未墾地４７８ha の農

地造成と、これに隣接錯綜する既耕地１７６ha の区画整

理を一体的に整備し、あわせて関連事業により畑地か

んがい施設の整備を行うことにより、経営規模の拡大

と生産性の向上を図るとともに、地域条件に適合した

さとうきび、野菜、畜産等の導入による中核農家の育

成と地域農業の振興を図り、社会経済の発展に資する

ため実施したものであり、平成１３年３月に事業を完了

した。

　オ　市町村合理化法人活性化シンポジウム

　「食料・農業・農村基本計画」に示された農地保有合

理化事業等の活用により、認定農業者等を中心とする

担い手への農地の利用集積の推進のため、九州農政局

では、平成１２年２月の「担い手の確保・育成と農用地

の有効利用推進大会」で確認された取組方策の検証を

行うとともに、市町村合理化法人の取組みの強化に向

けた意見討論を行うため、平成１２年１２月に「市町村合

理化法人活性化シンポジウム」を開催した。

�　関係機関との連携強化

　「食料・農業・農村基本法」の基本理念に基づく施策

の具体化や、ＷＴＯ農業交渉に向け、今後の農林水産

業の展開方向を検討するため、地域の各界有識者等に

参集いただき、①食生活の見直しと食料自給率の向上

②２１世紀における農村地域の将来像について③ＷＴＯ

農業交渉をテーマに九州地域農政懇談会を開催し、意

見交換を行った。

　また、九州各県の農畜産物のマーケティング活動に

ついて相互に情報交換を行うとともに、九州が一体と

なった今後のマーケティング戦略を検討するための場

として、平成１０年１１月に、県、農業団体、農政局等か

ら構成される「九州農畜産物マーケティング戦略連絡

会議」を設置し、平成１１年９月の「オール九州農畜産

物の日シンポジウム」に続く行動として、平成１２年１０

月に「農畜産物の電子商取引に関する研修会」を開催

するとともに、平成１３年１月には、九州農政局ホーム

ページ内に九州農畜産物の現状・今後の課題、電子商

取引情報等を整理した「オール九州農畜産物」サイト

を開設した。

　さらに、バイオテクノロジー等の技術開発・実用化

推進のため、九州バイオテクノロジー研究会において、

バイオテクノロジー等に関するシンポジウム、セミ

ナー等を開催したほか、九州農業試験場と行っている

行政・研究連絡会議の分科会で、環境保全型農業、病

害虫管理、耕作放棄対策等５の分野で検討を行った。

　このほか、熊本、大分及び宮崎県北域の関係県市町

村が地域浮揚・活性化のため、広域的な交流連携につ

いて意見交換等を行う「九州中央地域連携推進委員会」

に参画し、また、食糧事務所及び関係市と連携して小

学校等へ出向き、出前授業を実施した。

�　広報活動

　九州管内の食料・農業・農村の動向、農業行政に関

する普及浸透を図るため「九州食料・農業・農村情勢

報告」をはじめ、各種の調査結果等を公表したほか、

広報誌「のうせい九州（アグリン）」等を作成し、県、

市町村、農業団体、教育機関等へ配布した。

　また、「元気あふれる田園からのメッセージ」をテー

マにラジオ放送「九州農政局だより」を民間放送６局

を通じて８回放送した。

　このほか、食料品消費モニターと農政局が意見交換

を行う「食料品消費モニター懇談会」を生産者、流通

関係者も交えて開催した。

　さらに、「九州農政局消費者の部屋」の特別展示を庁

舎内で４回、熊本市消費者フェア、くまもと物産フェ

ア等庁舎外のイベントで３回実施した。
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表６　主要事業の実績整理表
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表７　農林漁業金融




