
第１章　平成14年度農林水産行政の概観

第１節　農　　　　業

１　施 策 の 背 景

　農業と農村は、人間にとって生きる基本である食料

の供給という使命を担い、資源の循環、環境との共生

を実現をする重要な役割を果たしている。

　このような「いのち・循環・共生」の基本的な枠組

みづくりを国の責務とし、生産・加工・流通・消費を

一体的に捉えた「食料」のあり方、環境の保全をはじ

め多面的機能を十分に発揮できる「農業・農村」のあ

り方を常に念頭に置きつつ、食の国際化の中で国民の

食料を確保していくための中長期的な戦略を持って食

料・農業・農村施策を講じていく必要がある。

　特に、平成13年９月のBSEの発生や食品の偽装表

示問題などにより「食」と「農」に関する様々な問題

が顕在化した中で、生産者のみならず消費者を政策立

案のパートナーとして位置づけ、消費者の視点に立っ

て食料・農業・農村政策を再構築することによって、

国民、中でも消費者の信頼を回復することが急務と

なった。

　このため、平成14年４月、食料・農業・農村基本法

を基礎とし、緊急かつ重要な課題を重点的に取りまと

めた「食と農の再生プラン」を発表した。このプラン

は、①食の安全と安心の確保、②農業の構造改革を加

速化、③都市と農山漁村の共生・対流、を３つの柱と

し、農林水産政策の抜本的な改革を進める上での設計

図として示したものであり、その後６月には各界各層

の意見を踏まえ「食と農の再生プラン工程表」を作成

し、その具体化に取り組んでいるところである。

　また、「再生プラン」の内容は、小泉内閣の改革の

第２段階を明らかにするものとして作成された「経済

財政運営と構造改革に関する基本方針2002」（平成14

年６月閣議決定）にも反映されており、今後とも施策

の着実な実施を図っていく必要がある。

２　講じた施策の重点

　基本法に掲げられた「食料の安定供給の確保」、「多

面的機能の発揮」、「農業の持続的な発展」及び「農村

の振興」の４つの基本理念の実現並びに「再生プラン」

の具体化に向け、これまでの施策の検証を行いつつ、

関係法制度の整備や農業予算の抜本的な見直しにより、

以下のような各般の施策を積極的に展開した。

⑴「 農業の構造改革」を通じた食料の安定供給システ

ムの構築

ア 　地域における多様な農業の存在を踏まえ、これま

でのように一律に同様な施策を行うのをやめ、それ

ぞれの特色等に応じた適切な施策を講じた。

　⒜ 　「意欲と能力のある経営体」については、「食料

自給率の向上」を基本とした食料の安定供給を中

心的に担う経営体と位置付け、家族農業経営の規

模拡大や農業経営の法人化の推進等構造改革のた

めの支援策を各施策の特色を踏まえ集中化・重点

化した。

　　 　具体的には、他産業並みの労働時間で他産業と

そん色ない生涯所得を目指す、農業経営基盤強化

促進法に基づく認定農業者（以下「認定農業者」

という。）のいる農業経営を「意欲と能力のある

経営体」（育成すべき農業経営）の基本とした。

　　 　このほか、集落を一つの農場として効率的に一

括管理・運営する集落営農については、施策の目

的、性格を勘案しつつ、適切な措置を講じた。

　⒝　それ以外の農家等については、

　　① 　「意欲と能力のある経営体」をサポートし、

地域の農業資源の維持管理において一定の役割

を担うもの

　　②　豊かな自然環境の中で健康、生きがいのため

　の農業等、人と自然との共生の役割を担うもの

と位置付け、その役割に応じた施策を講じるとと

もに、これらの者が、農村コミュニティを構成し

ている重要なメンバーであることから、農村振興

施策等については、これらの者も含めて実施した。

イ 　特に、構造改革が遅れている米や、輸入急増によ

りセーフガード暫定措置発動に至った野菜等におい

ては、生産・流通にわたる構造改革を実施した。

　① 　我が国農業の中核をなす米については、米や水
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田農業をめぐる現下の状況を踏まえ、効果的な需

給調整体制の構築、水田農業の構造改革、安全性

に関する取組の強化と消費拡大の推進、備蓄運営

の健全化、流通の効率化等を内容とする米政策の

改革を推進した。

　　 　特に、生産調整等の今後のあり方等について幅

広く検討するため、学識経験者、生産者団体、地

方公共団体等から構成される「生産調整に関する

研究会」を設置し、水田農業政策と米政策の全般

にわたって、抜本的かつ詳細な見直し作業を進め

た。平成14年11月29日に水田農業のあり方、流通

制度のあり方、担い手の育成と水田利用のあり方

に関する施策の展開を柱とする「水田農業政策・

米政策再構築の基本方向（研究会報告）」を取り

まとめた。この研究会報告を踏まえ、平成22年ま

でに「米づくりのあるべき姿」の実現を目指した

水田農業政策・米政策の大転換を内容とする「米

政策改革大綱」を決定した。

　② 　野菜等については、輸入急増によりねぎ等の

セーフガード暫定措置発動に至ったことを踏まえ、

今後輸入野菜等との競争に勝ち残っていくため、

ねぎをはじめとする野菜等について生産・流通の

構造改革に取り組んだ。

ウ 　消費者ニーズに的確に対応できる食料供給システ

ムの構築に向け、効率的で安定的な農業経営を育成

していくため、生産・流通面も含め既存の諸施策を

抜本的に見直し、以下の重点政策課題に対応する施

策に重点化した。

　① 　創意工夫を生かした農業経営の展開を可能とす

る構造改革の推進

　② 　安全・安心で良質な食料の供給システムの構築

による消費者の信頼確保

　③ 　構造転換に取り組む経営の価格変動リスクを軽

減するセーフティネットの整備

　④ 　セーフガード暫定発動等に伴う生産・流通構造

改革

　⑤　世界の食料安全保障への貢献

エ 　特に喫緊の課題である消費者の信頼確保を図るた

め、食品の安全性・品質確保対策の充実を図った。

　① 　牛海綿状脳症（BSE）の発生を踏まえ、BSE検

査陰性の牛以外、と畜場から食用としても飼料原

料用としても出ていくことのないシステムを引き

続き確保するとともに、農場における中枢神経症

状を示す牛等のサーベイランスの強化、食肉等の

トレーサビリティ（追跡可能性）の確保等をもって、

流通食品に対する消費者の安心や信頼を確保した。

　　 　また、BSE問題に対するこれまでの行政対応

上の問題を検証し、今後の畜産・食品衛生行政の

あり方について調査検討を行うことを目的として、

農林水産大臣及び厚生労働大臣の私的諮問機関と

して、「BSE問題に関する調査検討委員会」が平

成13年11月に設置され、平成14年４月に委員会報

告が出されたところであるが、平成14年度におい

ては、同委員会報告も踏まえ、その具体化に向け

た対応を行った。

　② 　食品の表示・規格対策の充実強化を行った。特

に、食品の表示制度については、現在、食品衛生法、

JAS法、不当景品類及び不当表示防止法（景表法）

等複数の法律に規定されており、同じ表示項目に

複数の用語が使われている場合があるなど、消費

者、事業者双方にとってわかりにくいものになっ

ていること等が指摘されており、食品の表示制度

について一元的に検討するため、厚生労働省等と

連携し、「食品の表示制度に関する懇談会」を開催

し、中間とりまとめが公表された。この中間取りま

とめ等を踏まえ、JAS法に関する調査会と食品衛

生法に関する審議会の共同会議を設置し両法に共

通する表示項目の整合性の確保等を中心に食品の

表示に関する基準全般についての調査審議を開始

したほか、相談窓口の一元化等わかりやすく信頼

される食品表示を実現するための取組に着手した。

　③ 　農畜産物の生産から消費に至る各段階において、

農薬等の農業生産資材の適正な使用の確保、食品

製造業等におけるHACCP（危害分析重要管理点）

手法の導入、高度な衛生管理手法を取り入れた食

肉センターの整備、新技術の開発等を推進した。

　④ 　農畜水産食品に関連するダイオキシン類及び内

分泌かく乱物質問題への対応を推進した。

オ 　平成14年４月２日に取りまとめられた「BSE問

題に関する調査検討委員会報告」で

　① 　食品安全行政にリスク分析手法を導入し、リス

ク評価機関とリスク管理機関を分離すること

　② 　リスク評価を担う新たな食品安全行政機関を設

置すること

　等とされたことを受け、４月５日以降４回にわたり

「食品安全行政に関する関係閣僚会議」（内閣官房長官

主宰。構成員：農林水産大臣、厚生労働大臣等）が開

かれ、平成14年６月11日に「今後の食品安全行政のあ

り方について」の取りまとめが行われた。

　　この取りまとめにおいて、

　① 　消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全

を確保するための法律として食品安全基本法を制
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定し、この基本法に則し、食品の安全性に関わる

関連法について検討し所要の改正を行う

　② 　消費者の健康保護を最優先に、食品安全行政に

リスク分析手法を導入し、食品の安全性に関する

リスク評価を行う食品安全委員会を新たに設置し、

リスク管理を担当する行政機関についても、リス

ク管理体制の見直しを図る

　等の措置を講じることとしており、平成15年の通常

国会に所要の法案を提出した。

⑵　 循環型社会の構築に向けた農山漁村の新たなる可

能性の創出

ア 　農山漁村において、総合的に見て都市とそん色な

い社会基盤のもとでの生活や仕事、「都市の持つ魅

力へのアクセス」等が可能となり、集落機能の回復、

国土の維持・保全、地域の活性化に資するとともに、

都市住民には「おいしい水」、「きれいな空気」、「美

しい自然」をもった「ふるさと」の提供が図られ、

都市と農山漁村の共生と対流が実現するよう、人・

もの・情報が循環する共通社会基盤（プラットフォー

ム）を備えた新たなむらづくりを推進した。

イ 　都市と農山漁村の共生を可能とする条件整備とし

て、農山漁村における社会資本整備については、事

業の内容自体を安全な食料の安定供給等とあわせて

循環型社会の構築や自然との共生に寄与するものに

改革し、都市住民にも開かれた新たな農山漁村の可

能性を切り開いた。

　　具体的には、以下の施策を重点的に実施した。

　①　多くの国民の願望を実現する「むらづくり」

　② 　農林水産公共事業の「環境創造型事業」への転換

⑶　 環境問題への対応、少子・高齢化への対応等の21

世紀の政策課題の重点的推進

　「基本方針」の「７つの改革プログラム」等を踏まえ、

平成14年度予算における重点的推進７分野（①循環型

経済社会の構築など環境問題への対応、②少子・高齢

化への対応、③地方の個性ある活性化、まちづくり、

④都市の再生、⑤科学技術の振興、⑥人材育成、教育、

⑦世界最先端の IT国家の実現）について積極的に推

進した。

⑷　その他重点施策

ア　WTO農業交渉への取組

　WTO農業交渉は、平成12年から行われていたが、

平成13年11月カタールのドーハで開催された第４回

WTO閣僚会議において新ラウンド（ドーハ開発ア

ジェンダ）が立ち上げられ、その一環として交渉が

続けられることとなった。WTO農業交渉は、平成

14年３月から、平成15年３月末までにモダリティ（交

渉の大枠）を確立することを目指す新たな段階（第

３フェーズ）に入った。

　我が国は、農業の多面的機能や世界の様々な農業

のあり方が尊重されるべく、「多様な農業の共存」

を基本理念として交渉に臨み、食料安全保障の確保

や国土・環境保全等の非貿易的関心事項に十分配慮

し、「品目ごとの柔軟性」、「農政改革の継続性」、「輸

出入国間の権利義務のバランス」を反映したルール

を確立することが不可欠であると主張してきた。我

が国をはじめとする多面的機能フレンズ国は連携し、

交渉において共同歩調を取った。

　我が国は、平成15年３月までにモダリティを確立

すべく、EU等のフレンズ国等と連携し、ドーハ閣

僚宣言に則した現実的かつ具体的な改革の提案を行

うとともに、過大な要求をしている輸出国側に現実

的な対応をとるよう粘り強く働きかけてきたが、こ

れらの国々が歩み寄りを見せなかったことから、我

が国やEU等の連携国とこれら輸出国との間の溝が

埋まらず、３月末の期限までにモダリティを確立す

ることはできなかった。

イ　バイオマスの利活用の推進

　我が国には、食品廃棄物、稲わら、家畜排せつ物、

未利用の木材や廃材等の生物系資源、いわゆるバイ

オマスが豊富に存在している。このようなバイオマ

スをエネルギーや製品として総合的に利活用し、持

続的に発展可能な社会を実現するための国家戦略と

して、平成14年12月に農林水産省が中心となり、環

境省をはじめとする関係府省と連携し、政府を挙げ

て「バイオマス・ニッポン総合戦略」を策定した。

今後、地球温暖化防止、循環型社会の構築、農林漁

業・農山漁村の活性化等に向けて、関係府省とも連

携しながら、民間の創意工夫を活かしつつ、この国

家戦略に掲げる具体的施策を実行に移していくこと

としている。

⑸　 食料、農業及び農村施策を総合的かつ計画的に推

進するための取組

　農林水産省では、食料・農業・農村基本法において、

食料・農業・農村に関する情勢の変化及び施策の効果

に関する評価を踏まえ、おおむね５年ごとに、食料・

農業・農村基本計画を変更するものと規定されている

ことから、他省庁に先駆けて、同基本計画の計画期間

初年度に当たる12年度から政策評価を実施している。

　また、平成13年１月、中央省庁等改革の大きな柱の

一つとして、国民本位の効率的で質の高い行政の実現

等を目的とした政策評価制度が全府省に導入されると

ともに、平成14年４月から「行政機関が行う政策の評
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価に関する法律」が施行されたことに伴い、平成14年

度においても、同法に基づく「農林水産省政策評価基

本計画」等に則して政策評価を適切に実施するととも

に、その結果を踏まえ、施策の改善等を図った。

３　財　政　措　置

　以上の重点施策を始めとする施策の総合的な推進を

図るため、必要な予算等の確保・充実に努め、平成14

年度農業関係予算一般会計予算額は、総額２兆5,462

億円となった。

　また、平成14年度の農林水産省関係の財政投融資

計画額は2,780億円となった。このうち主要なものは、

農林漁業金融公庫への財政投融資計画額で2,080億円

となっている。

４　税制上の措置

⑴　国　　　　　　税

  土地改良法に基づく換地処分による創設農用地を認

定農業者等が取得した場合の換地清算金を農地保有合

理化等の譲渡所得の800万円の特別控除制度に追加等

の措置を講じた。

  農地保有合理化法人が農地等を取得した場合の所有

権の移転登記の税率の軽減措置を延長した。

⑵　地　　方　　税

　と畜場において設置されるBSE対策実施のための

一定の償却資産について、取得から３年間、課税標準

を１／２とする措置を講じた。

　食品流通構造改善促進法に基づく中核的地方卸売市

場の家屋等の課税標準の特例措置を延長した。

５　農　業　金　融

　各種制度資金を、担い手の経営展開にとって必要な

資金が円滑に供給される、分かりやすく、使いやすい

資金制度とすることを旨として、抜本的に見直すとと

もに、法人経営の育成を加速するため、農業法人の自

己資本充実のための措置を創設し、担い手向け制度資

金の再構築を図った。

　また、農林系統においては、金融機能の一層の安定

化を図るため、農水産業協同組合貯金保険法等の一部

が改正されるとともに、金融機関等の経営基盤の更な

る強化を図るために「金融機関等の組織再編成の促進

に関する特別措置法」が成立した。

６　立　法　措　置

　第154回国会（通常国会）において、

・ 「農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のた

めの農業近代化資金助成法等の一部を改正する法

律」

・ 「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置

法」

・ 「野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律」

・ 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

法律の一部を改正する法律」

等が成立した。

　また、第155回国会（臨時国会）において、

・「独立行政法人農畜産業振興機構法」

・「独立行政法人農業者年金基金法」

・「独立行政法人農林漁業信用基金法」

・ 「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正す

る法律」

・「独立行政法人緑資源機構法」

・ 「農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組

合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正す

る法律」

・「農薬取締法の一部を改正する法律」

等が成立した。

第２節　林　　　　業

１　施 策 の 背 景

　森林のもつ機能に対する国民の要請は、国民生活の

向上や価値観の多様化等を背景として、多様化、高度

化している。林産物の供給に加え、山地災害の防止、

水源かん養、自然環境や生活環境の保全、保健文化的

利用の場の提供といった機能から、近年は地球温暖化

問題や自然との共生の在り方への関心の高まりを背景

として、二酸化炭素の吸収、貯蔵機能や生物多様性の

保全機能等まで、多面的機能の発揮が一層期待される

ようになっている。

　一方、これまで、木材を生産、供給することを通じ

て森林の整備を担ってきた我が国の林業は、採算性の

悪化により、生産活動が停滞している。

　この結果、間伐、保育等の森林を健全に維持するた

めの施業や伐採後の植林が行われない森林が見られる

など、このままでは二酸化炭素の吸収機能をはじめ国

民の求める森林のもつ多面的機能の持続的な発揮を確

保することが困難になるおそれがある。

　特に、地球温暖化防止に資する二酸化炭素の吸収源

としての森林の機能は、我が国が平成14年６月に京都

議定書を締結し、二酸化炭素排出量の3.9％を森林吸

収によって削減することとなったことから、その達成
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が重要な課題である。

　このため、平成14年12月、森林整備や木材利用の取

組を、2003年から2012年までの10カ年にわたり、国、

地方公共団体、事業者、国民各層の連携、協力の下に、

着実かつ総合的に実施することとする「地球温暖化防

止森林吸収源10カ年対策」（農林水産省）を策定した

ところである。

　このような状況の下、森林・林業基本計画に沿って

森林・林業施策を、関連する施策との連携を図りつつ、

国民が快適で安心できる暮らしや豊かさを享受できる

よう総合的に展開した。

２　講じた施策の重点

⑴　 森林の多面的機能の持続的な発揮に向けた整備と

保全

　重視すべき機能に応じて、森林を「水土保全林」、「森

林と人との共生林」、「資源の循環利用林」に区分し、

これに応じた適切な森林の整備・保全を進めるととも

に、森林施業を効率的に行う上で不可欠な林内路網の

整備等を計画的に推進した。

　また、二酸化炭素の吸収源・貯蔵庫としての森林の

機能を重視し、京都議定書において認められた吸収量

を確保し、地球温暖化防止に貢献できるよう適切な森

林の整備を推進した。さらに、森林環境教育や健康づ

くりの場としての森林の利用等、幅広い森林活動を推

進するとともに、森林づくりボランティア活動の促進

など国民参加の森林づくりを推進し、広く国民一般の

森林と森林整備の重要性に対する理解の醸成を図った。

⑵　林業の持続的かつ健全な発展

　効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林

業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造の確立に

向けて、意欲ある林家等の林業経営体や森林組合、素

材生産業者等の林業事業体を育成するとともに、林業

就業者の確保・育成、生産基盤の整備を推進した。

　また、農山村地域の貴重な収入源であるとともに、

地域の活性化に資するなど重要な役割を果たしている

特用林産の振興を図った。

⑶　林産物の供給及び利用の確保

　木材産業の事業基盤の強化、林業との連携の推進、

流通及び加工の合理化等を図るとともに、林産物の利

用の意義に関する国民への知識の普及及び情報の提供、

林産物の新規需要の開拓、建物及び工作物における木

材の利用を促進した。

⑷　 森林・林業・木材産業に関する研究・技術開発と

普及

　新たな政策の展開方向に即して、中期的な期間を見

通して策定した研究・技術開発戦略及び林木育種戦略

に基づき、研究・技術開発及び林木育種を効率的かつ

効果的に推進した。

　また、研究・技術開発の推進に当たっては、都道府

県の試験研究機関、大学、民間等との連携を図った。

⑸　国有林野事業改革の推進

　国有林野を名実ともに「国民の森林」として管理経

営するために、公益的機能の発揮を重視した管理経営

への転換、組織・要員の合理化・縮減等を基本方針と

する改革を推進した。

⑹　 都市と山村の共生・対流の推進などによる山村の

振興

　森林等の地域資源を生かした多様な就業機会の創

設・確保、定住条件の整備、都市と山村の交流の促進

等の施策を総合的に推進した。また、農業の中山間地

域施策等との連携を進めた。

⑺　森林・林業分野における国際的取組の推進

　世界における持続可能な森林経営の推進のための国

際協力、地球温暖化防止等の地球環境問題への対応や

適切な木材貿易の推進について取り組んだ。

　その他、林業分野での情報化対策、災害対策の取組

を講じた。

３　財 政 措 置

⑴　財 政 措 置

　以上の重点施策をはじめとする諸施策を実施するた

め、林業関係の一般会計予算（表１）、国有林野事業

特別会計予算（表２）及び森林保険特別会計予算（表３）

の確保に努めた。
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表１　林業関係の一般関係予算額
（単位：百万円）
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⑵　森林・山村に係る地方財政措置 

　森林・山村に係る地方財政措置については、平成５

年度から実施している「森林・山村対策」及び平成10

年度から実施している「国土保全対策」等を引き続き

実施し、地方公共団体の財政基盤の充実を図ることと

している。

　森林・山村対策の具体的な措置としては、①「森林・

山村対策」の公有林等における間伐等管理経費に対す

る普通交付税措置、②ふるさと林道緊急整備事業に対

する起債措置等、③消費者ニーズに対応した品質・性

能の明確な乾燥材の供給を推進するための木材乾燥施

設の整備促進等に必要な経費の一部について特別交付

税措置を講じたほか、地方公共団体による地域材利用

の普及啓発のための展示効果の高い公共施設等の環境

物品（木材製品）導入経費に対する普通交付税措置、

また、森林の担い手を育成確保するため都道府県が新

たな森林・林業施策に対応した幅広い知識・技術を有

する人材の育成、安全確保対策等を含む労働環境の改

善など担い手対策に係る経費について、引き続き普通

交付税措置を講じるとともに、④平成14年度からは、

新たに、適切な森林整備の推進を通じて森林の有する

多面的機能の持続的な発揮を図る観点から、森林所有

者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可

欠な森林の現況調査その他の地域における活動を確保

するため交付税措置を講じた。

　国土保全対策の具体的な措置としては、①「国土保

全対策」のソフト事業として、森林組合等が行う間伐

等への助成、Uターン・Iターン受入れ対策、後継者

対策等国土保全に資する施策を推進するための事業に

必要な経費に対する普通交付税措置、②上流域の水源

維持等のために下流の地方公共団体が経費を負担した

場合の特別交付税措置、③国土保全対策事業として、

新規就業者や林業後継者の定住化のための貸付用住宅

の取得・整備、農山村の景観保全施設の整備、第３セ

クター設立のための出資等に要する経費の起債措置を

実施した。

　さらに、農林水産省所管の国庫補助事業と地方単独

事業との連携により農山漁村地域の総合的振興を図る

農山漁村地域資源活用促進事業を推進した。

４　立 法 措 置

　第155回国会（臨時）において、制定した関係法律

は次のとおりである。

　「独立行政法人農林漁業信用基金法」

　「独立行政法人緑資源機構法」

５　税制上及び金融措置

　林業関係税制については、相続税に係る措置として、

森林施業計画対象森林の林地及び立木について課税価

格を５％減額する特例措置を創設するとともに、森林

施業計画対象森林の立木に係る延納の特例措置につい

て、課税財産の価額に占める立木価額の割合を引き下

げた上、利子税の割合を引き下げた。

　また、林業の担い手への支援により林業生産活動を

活性化しつつ、森林の有する多面的機能の高度発揮に

向けた森林整備を図るため、農林漁業金融公庫の資金

については、特定森林施業計画の廃止に伴い、特定森

林施業計画と同等の森林施業計画について、林業基盤

整備資金及び林業経営安定資金に係る貸付けの特例を

継続するするために必要な措置を講じた。林業改善資

金については、取決めに基づき、安定的な木材供給又

は効率的な伐採を行うのに必要な資金を創設した。木

材産業等高度化推進資金については、木材産業の構造

改革を推進するため、構造改革推進資金を創設した。

第３節　水 　産　 業

１　施 策 の 背 景

　我が国水産については、国連海洋法条約や日韓・日

中の新漁業協定の発効による本格的な200海里体制へ

の移行、周辺水域の資源悪化等による漁業生産の減少、

漁業の担い手の減少・高齢化の進行等、内外の情勢に

大きな変化が生じている。

　一方、水産業や漁村については、国民の食生活に不

可欠の食料である水産物の供給のほか、都市住民に対

する健全なレクリエーションの場の提供等を通じ、豊

かで安心できる国民生活の基盤を支えており、21世紀

においては、こうした水産業や漁村が果たす役割の重

要性がこれまで以上に見直されるものと考えられる。

　このような諸情勢の変化を踏まえ、これまでの水産

政策を抜本的に見直し、新たな政策の枠組みを構築す
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表３　森林保険特別会計予算額
（単位：百万円）

表２　国有林野事業特別会計予算額
（単位：百万円）
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るため、平成13年６月に「水産基本法」が制定された。

また、政府は、基本法の理念や施策の基本方向を具体

化するため、平成14年３月に、今後10年程度を見通し

た施策の中期的な指針として「水産基本計画」を閣議

決定し、その中で水産物の自給率目標、施策の方向等

を明らかにしている。

２　講じた施策の重点

　平成14年度においては、前年度に制定された今後の

水産政策の基本指針となる「水産基本法」及び、水産

物の自給率目標を含む「水産基本計画」に基づき、政

府として以下のような施策を積極的に展開した。

　第１は食料である水産物の安定供給体制の確保

である。水産物の安全性・品質の確保を図るため、

HACCP（危害分析重要管理点）手法の導入等を重点

的に推進するとともに、水産加工品の原料原産地表示

をはじめ、水産物の表示・規格対策の充実を図った。

また、消費者に対し、水産物の栄養特性、漁業生産の

現状等についての情報の普及・定着等を図った。

　第２は水産資源の適正な保存及び管理である。漁獲

可能量（TAC）・漁獲努力可能量（TAE）制度の適切

な運用、指定漁業の許可の一斉更新の適切な実施、外

国漁船等に対する指導・取締体制の強化等に重点を置

いて漁獲量及び漁獲努力量の管理を行うともに、緊急

に資源の回復を図ることが必要な魚種について資源回

復計画の作成を推進した。

　また、便宜置籍船マグロ漁船の廃絶等に重点を置

いて、国際漁業管理機関による資源管理への協力等を

行った。

　さらに、これらを推進するための調査・研究を充実

した。

　第３は水産動植物の増殖及び養殖の推進並びに生育

環境の保全及び改善である。資源回復計画に基づく栽

培漁業の取組を重点的に支援するとともに、養殖漁場

の改善、魚病対策等を推進した。また、有明海におけ

る赤潮対策、藻場・干潟の保全・創造、漁業者が中心

となった森づくりの推進、外来魚の駆除等に重点を置

いて、漁場環境に係る諸施策を総合的に推進した。

　第４は排他的経済水域等以外の水域における漁場の

維持及び開発等国際問題である。漁業に関する二国間・

多国間の協議、海外漁業協力等を通じて我が国への漁

獲割当量等の確保に努めるとともに、水産物の輸入割

当制度等の適切な運用を図った。

　第５は効率的かつ安定的な漁業経営の育成と人材育

成の確保である。意欲を持って漁業に取り組む者の経

営基盤の強化を図るため、新たに経営改善に計画的に

取り組む漁業者への支援、漁船のリースの推進等の事

業を創設するとともに、種苗生産施設、作業用保管施

設等の共同利用施設の整備等を行った。また、若い担

い手の育成・確保を重点的に図るとともに、魚食普及、

種苗生産技術の改良等の青年漁業者の活動を促進した。

　第６は水産業の基盤の整備と都市と漁村の交流等で

ある。漁港と漁場の一体的・総合的な計画制度の下、

水産物の安定的供給に万全を期するとともに、自然と

共生する豊かな沿岸域環境の創造を推進した。また、

漁村における都市住民の受け入れ体制の整備、交流活

動の促進・定着等を図るとともに、国民に開かれた魅

力のある地域づくりを進めた。

　第７は女性の参画の促進と高齢者の活動の促進であ

る。女性の経営管理能力の向上のための研修、女性漁

業者グループの研究・実践活動への支援等を行った。

また、高齢者の技術と能力を生かした水産関係活動を

促進するとともに、高齢者にも配慮した漁港施設の整

備等を推進した。

　第８は技術の開発・普及である。独立行政法人、都

道府県、大学、民間等の連携を強化しつつ、資源管理

の推進、漁業経営基盤の強化等に重点を置いて「水産

研究・技術開発戦略」に基づく、水産に関する技術の

研究開発及び地域の特性に応じた普及事業を推進した。

　その他、水産分野での情報化対策、多面的機能に関

する施策の充実、災害対策等を講じた。

－ 8－ － 9－



第１章　平成14年度農林水産行政の概観

３　財 政 措 置

　水産関係予算の内訳は、（表４）のとおりである。

４　立 法 措 置

　必要な法制上の措置として、「漁業再建整備特別措

置法等の一部を改正する法律」、「水産業協同組合法

等の一部を改正する法律」、「漁業災害補償法の一部を

改正する法律」、「遊漁船業の適正化に関する法律の一

部を改正する法律」が第154回国会で、「独立行政法人

水産総合研究センター法の一部を改正する法律」が第

155回国会で、「水産加工業施設改良資金融通臨時措置

法の一部を改正する法律」が第156回国会において各々

成立した。

－ 10 －

表４　水産関係予算




