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議で可決・成立となった。

第１節

国 会

関

係

ウ 平成16年度総予算案については、
（衆）
予算委員会
で２月10日から質疑が始まり、３月６日に可決され、

１

同日の（衆）本会議で可決された。

平成16年中の国会状況

参議院では、３月９日から質疑が始まり、３月26

平成16年において、次の３国会が開催された。

日に可決され、同日の（参）本会議で可決・成立と
なった。

表１

国会回次

招集日

開会日

会 期

第159回通常国会

16. 1.19

16. 6.16

150日間

第160回通常国会

16. 7.30

16. 8. 6

8日間

は４月２日、野党３党が欠席のまま（衆）厚労委の

第161回通常国会

16.10.12

16.12. 3

53日間

開会に踏み切り、年金改革関連法案の提説を行った

２

第159回通常国会

エ 今国会最大の焦点となった年金改革関連法案は、
４月１日に
（衆）本会議で趣説質疑が行われた。
（与）

が、反発した民主、社民両党は、審議を拒否するな
ど、年金改革関連法案の審議入り早々から対決する

⑴ 国会審議の概要

ことなった。自民、民主、公明３党は４月７日、国

ア 第159回国会は、夏に参議院選挙を控える中で、平

会対策委員長会談を行い、
今後の国会審議について、

成16年１月19日に召集され、
６月16日までの150日間

①４月９日の（衆）本会議で民主が提出する年金改

の会期で行われた。

革法案の趣旨説明と質疑を行う、②小泉総理が４月

閣法は新たに127件提出され、うち成立は120本で
成立率94.5％であった。
予算は平成15年度補正予算の３件、平成16年度総
予算の３件が提出され成立した。また、条約は21件
提出され全て承認された。

９日の（衆）厚労委に出席し、
「年金の一元化」発言
などについて質疑を行う、③４月14日に党首討論を
行うなどで合意し、４月８日から国会は正常化する
ことになった。
オ （与）（野）は４月15日、日本歯科医師連盟の不正

衆議院議員提出法案は新たに59件提出され、うち

経理に絡む贈収賄事件を受け、（衆）
厚労委で事件に

成立は14件、継続は19件となった。また、参議院議

関する集中審議を行うことで合意したが、日程が折

員提出法案は新たに24件提出され、
うち成立は１件、

り合わなかったため、
（与）が年金法案審議の優先を

撤回は１件となった。

主張し、衛藤晟一委員長が職権で法案審議を決定し

イ 平成15年度補正予算案及び平成16年度総予算案は

た。加えて、汚職事件をめぐる４月20日の集中審議

召集日の１月19日に国会提出され、開会式に引き続

と、年金改革関連法案に関する４月22日の参考人質

き、衆参両院本会議において小泉内閣総理大臣の施

疑の日程を委員長の職権で決めたため、民主は、４

政方針演説を始めとする政府四演説が行われ、１月

月16日以降の衆院審議の全面拒否を決め、社民党も

21日〜23日に代表質問が行われた後、１月23日に

同調することになった。

（衆）
（参）
の予算委員会で両案の提案理由説明を聴

この打開策のため、自民、民主両国対委員長は、

取し、
（衆）予算委員会で１月26日・27日に質疑が行

４月19日午後、電話会談し、４月20日から国会を正

われ、１月30日に（野）欠席のまま可決され、同日

常化させることで合意した。

の（衆）本会議で可決された。参議院では、（与）が

カ 小泉内閣の全閣僚が、４月23日、国民年金の加入

１月30日に（衆）で自衛隊イラク派遣承認案を単独

実績と保険料の支払い状況について明らかにし、そ

採決したことに（野）が反発したため、２月２日の

の結果、中川昭一経済産業大臣、麻生太郎総務大臣

（参）予算委員会が流れ、２月３日・４日・５日に

及び石破茂防衛庁長官が保険料を一時支払っていな

質疑が行われ、９日に可決され、同日の（参）本会

いことが分かった。民主は３閣僚の（衆）厚労委へ
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の出席を求め、同（委）は昼前から空転した。
（与）

本会議で厚労委員長の解任決議案の処理に入り、

は「未払い問題は年金改革関連法案の審議と関係な

（野）は牛歩戦術で抵抗したが、採決は15：40過ぎ

い」と突っぱねたが、結局譲歩し、19：00から厚労

に否決した。

委を再開して３閣僚が陳謝した。
キ 年金改革関連法案は、４月28日、
（衆）厚労委で締

（参）でも、厚労委員長の問責決議案が提出され、
（野）の問責決議案の趣旨説明が長時間に及ぶなど

め括り質疑として総理出席の質疑を行ったが、
（野）

した結果、採決は深夜となり、（与）
の反対多数で否

３党が、
（与）
（野）で合意した閣僚の年金加入記録

決した。

の開示が先だと抗議して退席する中、（与）
が質疑打

年金改革関連法は徹夜の（与）
（野）攻防の末、早

切りの緊急動議を提出し、（与）
の賛成多数で可決さ

朝に開会した（参）本会議で、自民、公明の賛成多

れた（共産は出席。
）
。

数で可決成立した。

ク 国会の正常化に向け、自民、公明両党は５月６日、

シ 今国会では、年金改革関連法案以外でも、道路公

民主と断続的に幹事長・国対委員長会談を行い、年

団民営化4法案、三位一体改革関連法案、裁判員法等

金制度改革関連法案の取り扱いを協議した。その結

の司法制度改革関連法案、有事関連７法案・３条約、

果、（衆）
（参）両院の厚労委に「小委員会」を設置

地方銀行や信用金庫など地域金融機関を主な対象と

し、（民）
が求めていた公的年金一元化を含む社会保

して、経営基盤の強化のために公的資金を投入でき

障制度全般の見直しに関し、2007年３月をめどに結

る金融関連２法案といった重要法案が数多く提出さ

論を得るなど８項目を内容とする「３党合意」が成

れ、全ての法案が成立した。

立した。これを受けて国会は正常化し、同法案は５

ス 議員立法では、北朝鮮の核問題をめぐる６ヶ国協

月11日の（衆）本会議において、付則で「一元化の

議や５月22日の日朝首脳会談が行われる中で、対北

展望」をうたう修正案を可決、続いて修正部分を除

朝鮮経済制裁を目的とした改正外国為替法や特定船

く政府案を可決し、
（参）
に送付された。自民、公明

舶入港禁止特別措置法などが成立した。食育基本法

は政府案、修正案ともに賛成。民主は政府案に反対、

案は、３月15日に（参）へ提出され、
（与）
（野）合

修正案に賛成。共産、社民は、いずれも反対した。

意による内閣委員長提案での成立を目指していた

ケ この間、国民年金の未納・未加入問題で、４閣僚

が、
（民）
との協議が難航したため、６月３日提出を

が新たに未納問題の記者会見を行うなど、閣内に波

撤回し、６月11日に（衆）へ提出し、継続扱いとな

及する中、福田康夫官房長官は「国民の信頼を失っ

った。

た」として官房長官を辞任し、細田副長官が後任の
官房長官に就任した。

セ また、平成14年度決算は、参議院が５月31日の決
算委員会と６月２日の本会議で、衆議院が６月２日

このような中で、民主の菅代表は、５月10日、自

の決算行政監視委員会と、６月３日の本会議で、そ

身の国民年金保険料の未納問題に絡み、代表を辞任

れぞれ可決・成立し、昨年に引き続き、
（衆）（参）

する考えを表明した。菅代表の後任については、小

両院で通常国会の会期内に決算審査を終えた。

沢代表代行が代表選へ立候補したものの、代表選を
前に国民年金未加入期間が判明して辞退したことか
ら、岡田克也幹事長が選出された。

⑵

農林水産省関係法案審議の概要

当省関係としては、提出法案10件すべてが成立した。
このうち、国内で79年ぶりに高病原性鳥インフルエン

コ 年金改革関連法案は、５月12日、
（参）本会議で趣

ザについて、１月に山口県、２月に大分県で発生し、

説質疑を行い、13日（参）厚労委で提説を行った。

（衆）予算委でも取り上げられるなど大きく社会問題

同法案の審議は、５月31日に地方公聴会（横浜市）

化した。このため、政府として適切な対応が求められ

を開催した後、６月３日、小泉総理出席の下での締

たことから、家畜伝染病予防法案が、当初提出予定法

め括り質疑の途中で、（与）
が質疑打切動議を提出し

案として登録していなかったものの、
（衆）
（参）両院

て採決を強行、自民、公明の賛成多数で可決した。

の議員運営委（理）で追加登録して、４月６日に国会

（野）は、共産、社民の総理への質問を封じて強行

に提出され、５月26日に（参）本会議で可決・成立し

採決したことに激しく反発。
（参）議運委（理）では、

た。

（与）
（野）対立が続いたため、倉田議長が同日深夜、

また、農林水産関係の議員立法として４件提出され

職権により法案採決のための６月４日の（参）本会

たが、このうち、米の臨特法案が成立し、１件否決、

議日程を決めた。

２件継続となった。

サ （衆）は、厚労委員長の解任決議案が提出され、

⑶ 会期末の状況
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選挙後初の（与）
（野）論戦が繰り広げられた。

国会、国民に説明がないまま、イラク主権移譲後に編

オ （衆）災対特委は７月29日（木）
、
（参）災対特委

成される多国籍軍に自衛隊を派遣する方針を表明した

は８月６日（金）
、福島・新潟・福井３県の梅雨前線

こと、⑵国民の反対を押し切って年金制度改革関連法

集中豪雨被害について質疑を行った。

を成立させたことを理由に、内閣不信任決議案を衆院

カ 民主、共生、社民の野党３党は、年金制度改革関

に共同提出した。同日夕の（衆）本会議で直ちに採決

連法の成立に加え、⑴参院選結果を踏まえ年金改革

され、与党の反対多数で否決された。また、６月16日

法の修正に取り組むべきなのに、その姿勢がかけら

に（衆）
（参）両院本会議で一連の会期末処理が行われ、

もない、⑵社会保険庁、厚労省の不祥事や「データ

第159回国会は終了した。

後出し」問題に安易に対処した、⑶日歯連疑惑の解

３

第160回通常国会

ア 第20回参議院議員選挙は、６月24日（木）公示、

明に積極的でないとして、坂口力厚労大臣に対する
不信任決議案を（衆）に共同提出したが、与党の反
対多数で否決された。

７月11日（日）投票となった。選挙は小泉政権に対

キ 民主は臨時国会の会期が、要求した１ヶ月をはる

する批判票を（民）が吸収する形となり、自民はこ

かに下回る８日間にとどまったため、質問主意書を

れまで強みを発揮していた一人区で敗れるケースが

大量に提出することで対抗措置をとる構えをみせ

相次ぎ、改選議席の50を割る49にとどまった。公明

た。これに対し、
（与）が（民）の動きに歯止めをか

は堅調で、（与）
は合わせて60議席となり、非改選と

ける方向に傾き、
（衆）議運委は８月６日（金）午後

合わせて「絶対安定多数」を維持した。民主は都市

の（理）で、政府・
（与）が民主に提出の抑制を求め

部を中心に順調に得票を重ね、改選議席数38を大き

ていた質問主意書の取り扱いについて協議し、
「議会

く超えて、自民を上回る50議席を獲得した。平成15

制度の本質を十分踏まえたうえで適切に行う」との

年の衆議院選挙に続いて（参）でも自民、民主両党

方針を確認、提出期限を「会期終了日の前日まで」

による二大政党化が進んだ。

として一日繰り上げることで合意した。

共産は改選議席の15から大きく議席を減らし、４

ク ８月６日（金）に（衆）
（参）本会議で一連の会期

議席を得るにとどまった。社民は改選の２議席を維

末処理を行い、第160回国会は終了した。なお、第160

持した。

回国会では小泉内閣総理大臣の所信表明は行われな

イ 第160回国会は、７月30日（金）に召集され、８月

かった。

６日（金）までの８日間の会期で行われ、閣法、条

ケ 当省関係では、提出法案がなく法案審査は行われ

約、予算の提出は無かった。新たに前国会で成立し

なかったが、７月27日〜31日にスイスジュネーブで

た年金改革関連法の廃案法案４件が（衆）議員提出

行われた WTO 一般理事会において WTO の枠組

法案及び（参）議員提出法案として提出されたが、

み合意が出来たことや、米国産牛肉の輸入再開問題

衆法の４件は否決され、参法４件は審議未了のまま

等について、
（野）
から一般質疑の要求を受けて、
（衆）

廃案となった。継続となっていた閣法７件、衆法21

農水委が８月４日（水）に、
（参）農水委が８月５日

件は全て引き続き継続審査となった。

に開催された。
（委）冒頭に亀井農水大臣から WTO

ウ 召集日の７月30日、（衆）
本会議において、議席の

及び梅雨前線集中豪雨災害被害状況を報告を行った

指定、会期の議決、特別委員会の設置を行った。ま

後、WTO 及び BSE 問題中心の一般質疑を行った。

た、同日（参）本会議において、正副議長の選挙を
行い、議長には扇千景君が、副議長には民主党の角

４

第161回国会（臨時会）の総括

田義一君が選出された。引き続き、議席の指定、常

ア 召集前の９月27日に第二次小泉内閣の改造が行わ

任委員の選任及び常任委員長の選挙、特別委員会の

れ、島村宜伸農林水産大臣、岩永峯一農林水産副大

設置、憲法調査会委員の選任、政治倫理審査会委員

臣、常田享詳農林水産副大臣、大口善徳農林水産大

の選任、会期の件を行った。

臣政務官、加治屋農林水産大臣政務官がそれぞれ就

エ ８月２日（月）に（衆）本会議が、８月３日（火）
に（参）本会議が開催され、６月の主要国首脳会議
（シーアイランド・サミット）に関する小泉総理の

任した。
イ 第161回国会は、10月12日に召集され、12月３日ま
での53日間の会期で行われた。

報告と、各党による質疑を行った。年金問題、イラ

閣法は新たに20件提出され、うち成立は19件で成

クへの自衛隊派遣問題、
（参）選挙結果を中心に
（参）

立率95％であった。予算の提出は無かった。条約は、
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経済連携強化日・墨協定の１件が提出され、承認さ
れた。
（衆）議員提出法案は新たに19件提出され、うち

反対した。また、同日一連の会期末処理が行われ、
第161国会は終了した。
ケ 当省関係では、提出法案がなく法案審査は行われ

成立は７件、継続は６件、撤回は１件となった。
（参）

なかった。
（衆）（参）農水委で大臣、副大臣、大臣

議員提出法案は新たに２件提出されたが、審議未了

政務官の就任挨拶を行うとともに、大臣の所信的挨

のまま廃案となった。継続となっていた閣法７件は、

拶及び質疑を行った。度重なる台風や新潟県中越地

成立が５件、継続が１件となった。継続となってい

震による農林水産業の被害対策等について、
（野）か

た衆法21件は、１件が成立、16件が継続、３件が撤

ら一般質疑の要求を受けて、
（衆）
農水委が11月10日、

回となった。

30日に、（参）
農水委が11月18日に開催された。
（衆）

ウ 召集日の10月12日、開会式に引き続き（衆）
（参）

農水委では11月30日午前に食料・農業・農村基本計

本会議において小泉内閣総理大臣の所信表明演説が

画の見直し（中間論点整理）に関する参考人質疑を

行われ、これに対する代表質問が10月13日〜15日に

行った。BSE 対策特措法案及び輸入牛肉情報管理伝

行われた。（衆）
（参）ともに予算委は２日間行われ

達特措法案は、11月４日に自民、公明が（衆）本会

た。

議における趣旨説明要求を取り下げたことから、11

エ ９月17日にメキシコで両国首脳が経済連携強化

月30日午後に（民）鹿野道彦君が提案理由説明を行

日・墨協定に署名したのを受けて、同協定、関連法

い、２法案の提出者等に対する質疑を行った。同２

案の関税暫定措置法案及び日墨原産地証明法案が10

法案は継続審議となった。

月12日（火）に提出され、同協定は11月10日に成立
し、関連２法案は11日16日に成立した。
オ 議員立法では、犯罪被害者基本法や「オレオレ詐
欺」対策の改正金融機関本人確認法などが成立した。
食育基本法案は11月26日、（民）
（共）が（衆）本会
議における趣旨説明要求を取り下げ、12月１日に
（衆）内閣委で（自）小坂憲次君が提案理由説明を
行い、継続審議となった。
カ 政府は11月19日、15年度決算を（衆）
（参）両院に
提出した。「決算審査の充実」を改革の目玉として掲
げる（参）
側の求めに応じたもので、11月26日の
（参）
本会議に小泉総理と全閣僚が出席して15年度決算の
概要報告と質疑、12月２日の決算委員会で総理と全
閣僚が質疑を行った。前年度決算の審査が、年度末
を迎えた年のうちに始まるのは戦後初めてで、戦後
最速の決算審査となった。
キ 民主、共産、社民の野党３党は12月１日、臨時国
会の会期を12月14日まで11日間延長するよう（衆）
議長に申し入れた。しかし、その後の（衆）議院運
営委で（与）の反対多数で否決された。イラク復興
特別措置法に基づく自衛隊派遣が14日に期限切れを
迎えるため、
（野）は徹底審議のために同日までの延
長を求めていた。
（野）
が議長に会期延長を要求する
のは、1976年10月に共産がロッキード事件などの真
相解明を理由に求めて以来28年ぶりとなった。
ク 12月３日の（衆）（参）本会議で、今年が日米和親
条約調印（1854年）から丸150年に当たるため、日米
の友好関係をさらに深めることを目指す決議を与党
などの賛成多数で採択した。共産党などの17議員は
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第159回国会（通常国会）における農林水産省提出法律案等の審議経過

名

提出年月日

(衆)本会議

(参)本会議

公布年月日

◎植物防疫法の一部を改正する法律案

16. 2. 6

16. 3.18

16. 3.31

16. 3.31
法律第25号

◎森林法の一部を改正する法律案

16. 2.10

16. 3.23

16. 3.31

16. 3.31
法律第36号

◎農業委員会等に関する法律の一部を改正する
法律案

16. 2.20

16. 4.22

16. 5.19

16. 5.26
法律第52号

◎農業改良助長法の一部を改正する法律案

16. 2.20

16. 4.22

16. 5.19

16. 5.26
法律第53号

◎青年等の就農促進のための資金の貸付け等に
関する特別措置法の一部を改正する法律案

16. 2.20

16. 4.22

16. 5.19

16. 5.26
法律第54号

◎卸売市場法の一部を改正する法律案

16. 2.24

16. 6. 3

16. 4. 9

16. 6. 9
法律第96号

◎特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を
改正する法律案

16. 2.24

16. 6. 3

16. 4. 9

16. 6. 9
法律第93号

◎農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一
部を改正する法律案

16. 3. 5

16. 5.21

16. 6.11

16. 6.18
法律第107号

◎競馬法の一部を改正する法律案

16. 3. 5

16. 6. 3

16. 4.21

16. 6. 9
法律第86号

◎家畜伝染病予防法案の一部を改正する法律案

16. 4. 6

16. 5. 7

16. 5.26

16. 6. 2
法律第68号

16. 1.28

16. 1.29

16. 2. 9

16. 2.26
法律第２号

＜議員立法＞
◎平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金
についての所得税及び法人税の臨時特例に関
する法律案
◎牛海綿状脳症対策特別措置法案の一部を改正
する法律案

16. 4. 2

継続審議

◎輸入牛肉に係る情報の管理及び伝達に関する
特別措置法案

16. 4. 2

継続審議

◎高病原性鳥インフルエンザ対策緊急措置法案

16. 4. 5

否決
(16. 5. 7)
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第２節
１

新 聞 発 表 等
新 聞 発 表 等

農林水産行政施策等について、前年度同様農政クラ
ブ及び農林記者会に対して記者発表を行った。
主なものは次のとおりである。

２

農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与
（むらづくり部門）

各地方農政局のむらづくり審査会等において、農林
水産大臣賞に決定された16事例について、農林水産大
臣賞を交付した。
また、各地方農政局のむらづくり審査会から天皇杯
等三賞の推薦のあった農林水産大臣賞７点の中から、

⑴ 農業、林業及び漁業の動向に関する年次報告、農

農林水産祭中央審査委員会の選考により特に優良なも

業観測、農林水産予算、国会提出法案等主要農林水

のについて天皇杯、それに次ぐものに対して内閣総理

産施策

大臣賞及び日本農林漁業振興会会長賞が授与された。

⑵ 各種審議会、懇談会、国際会議、主要会議の概要

３ 農林水産祭中央行事

⑶ 水陸稲作柄概況をはじめ農産物の作付面積、飼養
頭羽数、生産量、漁獲量、流通等の農林水産統計及
び農林水産施策に関する資料を配付

⑴ 農林水産祭式典等
「農林水産祭式典」
は、勤労感謝の日の11月23日(火)

⑷ 閣議後及び重要施策策定時等の大臣会見、副大

11時45分から12時30分まで、明治神宮会館において、

臣・大臣政務官会議後の副大臣会見、事務次官等会

農林水産大臣賞受賞者、各界代表者及び中央・地方農

議後の事務次官会見等

林水産関係者など約800人が出席して開催され、まず、

２

農林水産省後援名義等使用承認

島村宜伸農林水産大臣が挨拶され、次に農林水産祭中
央審査委員会会長八木宏典氏の天皇杯等選賞審査報告

農林水産省後援名義等の使用承認は、農林水産業の

が行われた。その後島村農林水産大臣から天皇杯、内

発展を図るという趣旨のもとに承認しており、前年度

閣総理大臣賞及び日本農林漁業振興会会長賞の授与が

同様に他省庁、都道府県及び各種団体等が主催する諸

行われた。

行事（農林水産祭参加行事を含む。
）の後援・協賛等501
件の名義使用承認を行った。

なお、天皇杯等の授与に先立ち、収穫に感謝し、農
林水産業者の労をねぎらうとともに、農林水産業の発
展を願う「収穫感謝」が行われた。

第３節

農 林 水 産 祭

⑵ 天皇杯受賞者の天皇皇后両陛下拝謁等及び皇居特
別参観

１ 農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与
（農産等６部門）
⑴ 農林水産大臣賞の交付
第43回農林水産祭参加表彰行事（平成15年８月１日
から平成16年７月31日までの間）として、全国各地で
開催された各種の品評会、共進会等は327行事であり、
交付した農林水産大臣賞は537点であった。
⑵ 天皇杯等の授与
農林水産大臣賞受賞の553点のうち、農産、園芸、畜
産、蚕糸・地域特産、林産、水産の６部門で特に優秀
なものに天皇杯が授与され、それに次ぐものに対して
は、内閣総理大臣賞及び日本農林漁業振興会会長賞の
授与が行われた。
なお、その選賞は、農林水産祭中央審査委員会（会
長：八木宏典氏）において行われた。

平成17年１月20日(木)14時から天皇杯受賞者が皇居
へ参内し、天皇皇后両陛下に受賞の御礼を申し上げる
とともに、業績の御説明を行った。
その後、宮内庁担当官の案内により、宮殿、中庭、
賢所、御所、西桔橋等を特別参観した。
⑶ 実りのフェスティバル等
第43回実りのフェスティバルは、11月19日(金)から
20日(土)の２日間、10時〜17時まで、江東区有明の東
京国際展示場（東京ビッグサイト）西４ホールにおい
て開催された。
初日には、秋篠宮同妃両殿下がご来場になり、天皇
杯コーナー等をご視察された。
農林水産業啓発展では、天皇杯受賞者の業績を紹介
する天皇杯コーナーのほか、
「私たちの食を考えよう」
をテーマに政府特別展示コーナーを設け、パネル等に
より、
「トレーサビリティ」
、
「米の品種判別キット」、
「食育」
などについて紹介し、また、「移動消費者の部
屋」を設置し、消費者からの相談などに応対した。都
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道府県農林水産技術・経営普及展コーナーでは、全国

等の家族ぐるみで楽しめる多彩な催しを行い、来場者

各地域で実用化されている特産物の技術を紹介し、消

の好評を得た。

費者の方々の農林水産業への理解を深めた。

なお、実りの喜びを広く多くの人達と分かち合うた

また、各都道府県による郷土の新鮮な農林水産物の

め、11月20日(土)17道県・６団体から提供された農林

展示・即売及び30を超える農林水産関係団体による農

水産物を、(財)東京善意銀行を通じて、都内多数の福

林水産業・食料等についての啓発展示等が行われた。

祉施設に贈呈した。

更に、
「親子日曜大工教室」、
「ポニー馬車の乗車体験」

開催２日間の来場者は、約40,000人であった。

表３ 平成16年度（第43回）農林水産祭天皇杯等三賞受賞者）
Ⅰ 天皇杯等受賞者
１ 天皇杯受賞者
部 門
出品財
農産
経
( 水
稲

営
)

氏名等（年齢）
有限会社すえひろ
（代表 末政 博司）

表 彰 行 事
第53回全国農業コンクール

広島県三次市

有限会社平田観光農園
（代表 平田 克明）

第33回日本農業賞

園 芸

経
(ぶどう、
りんご他)

畜 産

技 術 ・ ほ 場 熊本県球磨郡錦町
( 飼 料 ほ )

清水

英夫

（57才）

全国草地畜産コンクール

蚕糸・
地域特産

技 術 ・ ほ 場 群馬県富岡市
(こ ん に ゃ く )

佐藤

裕志

（60才）

第30回群馬県こんにゃく立毛
共進会

林 産

産
(

株式会社西村木材店
（代表 西村 誓夫）

第31回 JAS 製材品普 及 推 進
展示会

水 産

技 術 ・ ほ 場 青森県下北郡川内町
(漁 業 技 術 )

川内町漁業協同組合
青年部
（代表 今
進）

第９回全国青年・女性漁業者
交流大会

むら
づくり

む ら づ く り
活
動

松本集落
（代表 松井 義彦）

木

材

営

住
所
石川県珠洲市若山町

物 三重県松阪市
)

大分県宇佐郡安心院町

２ 内閣総理大臣賞受賞者
部 門
出品財
農 産

経
(

園 芸

住

所

表

彰

行 事

きたそらち農業協同組合
幌加内支所そば部会
（代表 村上 康幸）

第33回日本農業賞

経
営 福岡県嘉穂郡嘉穂町
(施 設 園 芸 )

有限会社末継花園
（代表 末継 聡）

第30回全国施設園芸共進会

畜 産

経
(

営 北海道網走郡津別町
)

大矢根

蚕糸・
地域特産

産
(

物 愛知県豊田市
)

山内

林 産

経
営 福岡県北九州市
(林 業 経 営 )

合馬たけのこ振興会
（代表 三村 訓章）

全国林業経営推奨行事

水 産

生
活 兵庫県神戸市
(地 域 活 動 )

神戸市漁業協同組合
女性部
（代表 井上二三枝）

第９回全国青年・女性漁業者
交流大会

むら
づくり

む ら づ く り
活
動

農事組合法人いくみ
（代表 清水
貢）

そ

ば

酪

農
茶

営 北海道雨竜郡幌加内町
)

氏名等（年齢）

静岡県島田市

３ 日本農林漁業振興会会長賞受賞者
部 門
出品財
農 産

経 営
(水稲、麦、
大豆)

園 芸

経
(

ね

ぎ

住

栃木県佐野市

営 栃木県黒磯市
)

所

督

（31才）

平成15年度全国優良畜産経営
管理技術発表会

祥正

（36才）

第57回全国茶品評会

氏名等（年齢）
＊ 篠原 幸夫
＊ 篠原美佐子

（45才）
（45才）

那須野農業協同組合ねぎ
部会
（代表 村上 千秋）

表

彰

行 事

平成15年度（第26回）栃木県
首都圏農業経営コンクール大会
第33回日本農業賞
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畜 産

経
( 肉

営 宮崎県宮崎市
牛 )

＊ 長友
明
＊ 長友眞理子

（44才）
（40才）

平成15年度全国優良畜産経営
管理技術発表会

蚕糸・
地域特産

産
物 熊本県宇土市
(葉 た ば こ )

＊ 岩下
強
＊ 岩下多美子

（52才）
（52才）

熊本県葉たばこ共進会

林 産

技 術 ・ ほ 場 岐阜県加茂郡富加町
( 苗
ほ
)

佐藤

（63才）

平成15年度全国山林苗畑品評
会

水 産

産
物 茨城県鹿島郡波崎町
(水 産 加 工 品 )

株式会社津久勝
（代表 津久浦裕之）

むら
づくり

む ら づ く り
活
動

上鹿妻第一地区協同組合
（代表 村上 恭美）

用

岩手県盛岡市

正明

茨城県水産製品品評会

（注）氏名等欄に＊印を付したものは、夫婦連名の表彰を示す。
Ⅱ むらづくり部門

農林水産大臣賞受賞団体

平成16年度農林水産祭むらづくり部門

農林水産大臣賞決定等事例一覧

（東北ブロック）
○岩 手 盛岡市上鹿妻第一地区
秋 田 八森町本館地区
福 島 三島町

上鹿妻第一地区協同組合
八森町本館自治会
有限会社みしま農産

（関東ブロック）
山 梨 早川町
長 野 飯田市柿野沢区
○静 岡 島田市伊久美地区

早川町役場 南アルプス山ぶどう生産組合
柿野沢区
農事組合法人いくみ

（北陸ブロック）
○石 川 内浦町

木部地域づくり連絡協議会

（東海ブロック）
○三 重 松阪市柚原町

うきさとむら運営協議会

（近畿ブロック）
京 都 織部市
○奈 良 明日香村

和木町農林業振興組合
明日香村稲渕棚田ルネッサンス実行委員会

（中国・四国ブロック）
鳥 取 三朝町今泉地区
岡 山 加茂川町上田西地区
○広 島 世羅町

泉の里とんがり倶楽部
上田西百姓王国
世羅高原６次産業ネットワーク

（九州ブロック）
熊 本 熊本市西里地区
○大 分 安心院町松本地区
鹿児島 川辺町高田地区

西里とれたて市会
松本集落
高田むらづくり委員会

○印は各ブロックの最優良事例である。
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産・流通や農山漁村の活性化といった役割を適切に果

第４節

栄 典

関

係

たしていくためには、その自助努力と相まって、行政
庁検査の的確な実施を通じて経営の健全性を確保する

農林水産業及び食品産業など関連産業の発展等に努

ことが必要である。

め、特に功績顕著であるものとして、春秋の叙勲及び

２ 平成16年度の検査方針

褒章を授与された者は次のとおりである。

１

春 秋

叙

勲

ア 平成16年４月29日（129名）

農林水産省においては、平成16年度に、次のような
方針により公正かつ効率的な検査を実施した。
ア 検査周期

旭日中綬章（２名）

信用事業又は共済事業を行う協同組合系統組織に

旭日小綬章（11名）

ついては年１回の実施。また、それ以外の系統組織

旭日双光章（52名）

等については、原則として２〜５年に１回の検査周

旭日単光章（27名）

期を確保しつつ検査実施率の向上を図る。

瑞宝中綬章（８名）

イ 検査実施に当たっての留意事項

瑞宝小綬章（９名）

都道府県知事から要請があった場合の要請・連

瑞宝双光章（２名）

携検査の最大限の受け入れ

瑞宝単光章（18名）

中央会等が実施する監査士監査結果の活用と当

イ 平成16年11月３日（106名）

該監査の実施時期に対する配意

旭日重光章（１名）

公認会計士等専門家の導入と金融庁との連携強

旭日中綬章（２名）

化

旭日小綬章（６名）

ウ 検査重点項目

旭日双光章（26名）

信用事業

旭日単光章（36名）

ａ 法令等遵守態勢及び信用リスク等管理態勢の

瑞宝重光章（１名）

適切性

瑞宝中綬章（６名）

ｂ 子会社等との連結状況の適切性

瑞宝小綬章（13名）

ｃ ペイオフに備えた体制整備の状況の適切性

瑞宝双光章（１名）

ｄ 疑わしい取引の届出及び顧客等の本人確認等

瑞宝単光章（14名）

２

春 秋

への対応の適切性

褒

章

ア 平成16年４月29日（46名）
緑綬褒章（１名）

共済事業
ａ 法令等遵守態勢、共済推進管理態勢及び共済
引受リスク等管理態勢の適切性
ｂ 疑わしい取引の届出及び顧客等の本人確認等

黄綬褒章（37名）

への対応の適切性

藍綬褒章（８名）

各事業共通

イ 平成16年11月３日（43名）

ａ 法令等遵守態勢の整備・強化

黄綬褒章（38名）

ｂ 組織統合、事業譲渡等に対する取組

藍綬褒章（５名）

ｃ リスク管理の状況
ｄ 業務執行体制の整備、内部けん制機能の強化

第５節

協同組合検査

ｅ 監事監査・内部監査の状況
ｆ 部門別・事業別損益の確立

１

協同組合検査の趣旨

農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等の協同
組合系統組織については、他業態との競争の激化、金
融自由化の進展等、厳しい経営環境に置かれる中、組
合員の負託に応え、将来にわたって、農林水産物の生

ｇ ディスクロージャーの推進
ｈ 毒物・劇物等保管・管理の徹底
ｉ 子会社の業務内容等経営の適切性
ｊ 不祥事件等の発生防止、発生後の対応及び再
発防止対策の徹底等
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３

協同組合検査職員高等研修

検査体制の強化等

責任者養成コース

検査方針に則して的確な検査を実施するため、検査
体制を強化するとともに、検査官、都道府県検査担当

フォローアップ中堅コース

職員等に対する研修を実施することにより検査技術等

本

省

49名

５日間

77名

４ 検査の実績等

の向上を図った。
ア 検査官の人員（16年度末）

５日間

協同組合検査職員中堅研修

16年度の農林水産省の検査における指摘事項として
は例えば次のようなものがあり、また検査実績は表４

57人（15年度末57人）

のとおりである。

地方農政局

69人（15年度末68人）
（沖縄総合事務局２名を含む。）

ア 内部けん制体制の強化

イ 研修実績

イ 適切な自己査定の実施、貸出審査業務・有価証券

協同組合検査職員基礎研修

運用の適正化、債権の保全・管理・回収

共通コース

５日間 151名

ウ 合併等組織整備への対応強化

簿記・会計コース

５日間 136名

エ 財務基盤の強化、部門別収支の改善

資産査定コース

５日間 148名

オ ディスクロージャーの推進

金融・証券・会計応用コース

５日間

カ 毒物・劇物等の保管・管理の徹底

99名

表４ 協同組合検査実績
対象機関数 検査実施組合数 実施率 延日数
農業協同組合連合会等
森林組合連合会
水産業協同組合連合会等
農業信用基金協会
漁業信用基金協会
合 計

200
47
100
47
44
438

78
17
52
21
20
188

39.0
36.2
52.0
44.7
45.5
42.9

942
146
490
148
120
1,846

延人日数
5,464
454
1,719
444
309
8,390

これらの結果、本年度末時点の本省発行のメールマ

第６節

情報の受発信

ガジン読者は２万３千人増加し、５万８千人となった。

２ 定期刊行物等
１

ホームページ、メールマガジン

⑴ 農林水産省広報誌「AFF」

ホームページ、メールマガジンについては、インタ

農林水産省広報誌「AFF」は、農林水産省の総合広

ーネットの普及に伴い、省の代表的な情報受発信手段

報誌として毎月発行し、一般国民を対象に、内外の農

の一つとして位置づけ、積極的な活用を行った。

林水産業、農山漁村、食、食品産業・食品流通業の情

ホームページでは、新たな食料・農業・農村基本計

報や、諸施策の紹介等農林水産行政に関する情報を幅

画など国民の関心が高い事項については、専用コーナ

広く的確にとりあげ、都道府県、国・公立図書館、国

ーを設け、国民に対して正確かつ迅速な情報を提供し

民生活センター・消費生活センター、農林漁業団体等

た。

に配布した。

また、昨年度開始した大臣等の記者会見の模様に加

⑵ 農林水産省年報

え、テレビ番組「おしえてアグリ」等の内容について

前年度に引き続き15年４月１日から16年３月31日ま

動画による配信を開始する等、掲載内容の充実を図っ

での農林水産省施策をとりまとめ、農林水産省年報15

た。

年度版として農林水産省ホームページで公表した。

これらの結果、本年度のホームページアクセス件数
は32万件増加し、434万件となった。
メールマガジンでは、農林水産施策に関心のある者
に対し、農林水産施策情報を積極的かつきめ細かく提
供するため、毎週金曜日に発行とするとともに、新た
に食料需給情報等施策ごとの専門メールマガジンの発
行を開始した。

⑶ 農 政 の 扉
農林漁業関係者に対し、農林水産施策の普及浸透を
図るため、「農政の扉」
として、次のテ−マについて全
国農業新聞に掲載した。
16年11月
12月
17年１月

地球にやさしい農業で消費者の信頼を
立ち上がる農山漁村
地産地消で互いに顔の見える関係づくり

第１章 大 臣 官 房
を

１回15分間、
平成17年１月〜３月まで12回放送した。

２月 農協や漁協等の貯金は貯金保険制度で守
られます

テーマは次のとおり。
１．トレーサビリティシステムの導入に向け

３月 担い手の育成・確保に向けた取組の推進
について

２．安全・安心は農場から
３．安全な牛肉を届けるために

⑷ ケンタとチビタの農林水産レポート
子供達に食の大切さや農林水産業の役割等の正しい

４．僕らが作るお弁当
５．美しい農村を守るために

知識を付与するため、
「ケンタとチビタの農林水産レポ

６．ブランド・ニッポンって何

ート」として、次のテーマについて朝日小学生新聞に

７．地域のブランド米づくり

掲載した。

８．バイオマスの秘密を探る

16年10月 世界と日本の食べもの事情

９．目指せ 循環型社会

11月 「環境にやさしい農業」って何だろう

10．人と地球にやさしい農業を

12月 森林をつくって、地球温暖化を防ごう

11．新しい資源「バイオマス」

17年１月 体験しよう 「共生・対流」
２月 水産業と漁業のいろいろな役割
⑸

⎜ 35⎜

12．日本の梨が海外進出
イ 「おしえて アグリ」

２月 ごはん中心の食事で、いつでも元気

国民一般を対象に日本の食料・農林水産業の現状

人と農のいい関係 おしえてゼミナール

や農林水産施策についての認識や基礎知識の定着を

消費者に対する啓発事業として、食生活に最も身近

図るため、島崎俊郎をリポーターとした番組を、テ

な立場にある女性を中心に食や農林水産業に関する情

レビ東京ほか全国２局において、毎週１回15分間、

報を提供するため、
「人と農のいい関係 おしえてゼミ

平成16年10月〜12月まで12回放送した。

ナール」
として、次のテーマについて女性生活雑誌
「サ
ンキュ

」に掲載した。

また、ダイジェスト版に再編集したものを農林水
産省ホームページに動画で掲載した。

16年12月 地産地消

テ−マは次のとおり。

17年１月 水土里の路

１．バイオマスで目指す循環型社会

２月 食品表示

２．お役に立ちます食品表示

⑹ 農林水産省のしおり

３．食育で元気な家族

一般国民及び外国人を対象に、農林水産行政及び農

４．みんなで取り組む棚田の復活

林水産省の業務の概略を紹介し農林水産施策について

５．ふれあいいっぱい 農村体験

の理解を深めてもらうため、
「M.A.F.F.(食料の安定供

６．森林で働こう

給と美しい国づくりに向けて)」と題し、日本語版と英

７．おまかせ下さい 農作業

語版のパンフレットを作成し、来庁者へ配布した。

８．豊かな海を育てる

⑺

農林水産省子供向けパンフレット

次代を担う小中学生を対象に、農林水産業及び農林

９．農業をやりたい
10．安全安心・タマゴが食卓に届くまで

水産行政への理解を深めてもらうため「農林水産省ガ

11．食と農を考えよう

イド BOOK 21世紀のくらしを考えていますか」と題

12．みんなの地球をいつまでも

し、イラストと写真を中心に Q&A 方式で、農業、米、
畜産業、林業、水産業についてわかりやすく解説した
パンフレットを作成し、来庁者へ配布した。

３

テレビ、ラジオ等
⑴

テ レ ビ

ア 「早見優のアグリ・ジャパン」
農林漁業者等をはじめとする一般国民へ食、
環境、

ウ 農政情報カフェ「美味しいズム」
競馬・農林水産情報衛星通信ネットワーク(グリー
ンチャンネル)を利用し、
主婦層をターゲットに、
「食
の安全・安心」をテーマとした、わかりやすく、た
めになる番組を12本制作し、再放送を含め年間を通
じて放送した。放送は毎週月曜日30分間。
また、グリーンチャンネルアグリネット（農林水
産情報）のホームページに動画を掲載した。

農林水産業などに関する情報を提供し、農林水産施

テーマは次のとおり

策への理解と協力を得るため、早見優をキャスター

１．スローフード入門

とした番組を、全国ローカル局16局において、毎週

２．知って得する食品表示
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３．野菜５皿で健康に

市町村、農協等に対し、農林水産業・農林水産政策に

４．わかって安心 食の履歴

関する情報を分かりやすく説明し、
これに対する意見、

５．好き嫌いってなくせるの

要望や現地情報を収集する取組を強化した。

〜楽しい食育のススメ〜

５

６．環境に優しい農業ってなに

内閣府政府広報との連携

７．おいしいごはんで健康づくり

内閣府政府広報室においては、政府の施策等につい

８．スローフードで産地は変わる

て国民の理解と協力を得ることを目的として、
出版物、

９．小学校の食育ってなぁに

放送その他各種媒体による広報活動を行うとともに、

10．大人のための食育

国民の政府に対する意見・要望を把握するため、国政

11．国産麦を知ってますか

モニターによる広聴活動及び国民に対する意向調査を

12．朝食のススメ

行っている。

⑵

ラ ジ オ

「農林水産ダイヤル」

本年度、内閣府政府広報室を通じて実施した当省関
係の主なものは次のとおりである。

農林漁業者等を対象に農林漁業に関する諸施策、農

⑴ テ レ

ビ

林漁業の動向及び統計結果等を提供するために、ラジ

ア 「新ニッポン探検隊 」
（日本テレビ他30局、15分

オ NIKKEI において毎週火曜日の10分間、平成16年４

番組。身近でホットな情報、知って良かったと思え

月〜平成17年３月まで52回放送した。

る情報について、VTR 取材又は有識者等が出演し、

⑶

ビ デ オ

ア 「もっと知りたい元気のもと
〜食育と食生活指針〜」

国民各階層向けに分かりやすく解説。
）
○ 立ち上がる農山漁村他４件
イ 「ご存じですか」−生活ミニ情報−（日本テレビ他

次代を担う子どもたちを対象に、心も体も元気で

30局、５分番組。政府施策のうち、国民生活に密着

健康な生活を送るために大切なバランスの良い食生

したテーマに関する情報及び告知的なものについ

活について考えてもらうため、
「食生活指針」や「食

て、有識者又は各府省の担当者等が出演し、主婦層

育」の取組を紹介した10分のビデオテープを制作し、

を主な対象として分かりやすく解説。
）

全国の視聴覚ライブラリー等150ヵ所へ配布し、
その

○ 都市と農村の共生・対流他４件

利用を依頼した。

ウ 「キク

イ 「早見優のアグリ・ジャパン前編、後編」
農林水産施策への理解と協力を得るために、食、
環境、農林水産業などに関する情報を紹介した90分
ビデオテープ２本セットを制作し、各都道府県・農
業者大学校等150ヵ所へ配布し、その利用を依頼し
た。

みる 」（フジテレビ他１局、８分番組。

暮らしに関係の深いタイムリーな話題について、
VTR 取材により、国民各層向けに分かりやすく伝
達。
）
○ 地球温暖化防止他４件
エ 「政策対談明日への架け橋」
（CS 朝日ニュースタ
ー、30分番組。政府が現在取り組んでいる政策につ

ウ 「アグリワールドへようこそ

いて、その政策責任者と学者又はジャーナリスト等

私たちの食について考える

が深く掘り下げて議論を展開し、管理者層向けに分

農業・農村の役割って知ってますか 」

かりやすく伝達。
）

食の安全・安心、農林水産業の現状や農業・農村

○ 米政策の改革他１件

の役割などについて理解してもらうため、石野真子

オ 政府特別番組：「ふるさとの元気の素 郷土料理

を進行役に、農林水産施策や取組などを紹介した15

と出会う旅」
（テレビ東京、55分番組。国民各層に広

分ビデオテープ２本セットを制作し、農村型 CATV

く知っていただきたい重要施策について、適宜放映

局、図書館等469カ所へ配布し、
その利用を依頼した。

する特別番組。
）

また、
農林水産省ホームページに動画を掲載した。

４

対面での取組

全国各地の統計・情報センターにおいて、地域のイ
ベント・会議への参加、出前講座の実施、個別訪問等
により、直接、消費者、生産者、オピニオンリーダー、

○ 食育
⑵ ラジオ・有線放送
ア 「グッドモーニングジャパン」
（TBS ラジオ他8局、
30分番組。政府施策について、インタビュー、録音
構成等により国民各層を対象に分かりやすく解説。
）
○ 食の安全・安心他8件
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イ 「中山秀征の愛して JAPAN 」
（FM 東京他37局、

位の行政サービスの提供として、多様な手段により必

25分番組。若い世代に関心のあるテーマを取り上げ、

要な情報を容易に入手し、行政手続等についてインタ

トークと CM を通じ施策の基本を解説。
）

ーネット上の一つの窓口で（ワンストップ）行政サー

○

ペイオフ解禁（金融庁と連携して実施）
⑶

出 版 物

ビスを行えるようにするとともに、各府省共通業務・
類似業務における共通システムの利用や業務・システ

ア 「時の動き」
（Ａ４版、月１回発行。政府の重要施

ムの一元化・集中化、定型的業務等の外部委託の推進

策への取り組みやその意義・骨格などを関連資料と

等の業務・システムの最適化を行うこと等により、電

ともにコンパクトにまとめ正確な情報として提供。
）

子政府の構築に取り組んでいるところである。

○

新たな食料・農業・農村基本計画に向けた中
間論点整理他２件

平成16年度においては、電子政府の構築を確実に推
進することにより利用者本位の行政サービスの提供、

イ 「Cabi ネット」
（Ａ４変形版、月２回発行。総理・
閣僚の動きを中心に、内閣の重要施策の意義、必要

予算効率の高い簡素な政府の実現を目指し以下のとお
り実施した。

性等を、写真、イラスト、図表などを用いつつ伝達。
）
○

農政改革について他11件

⑴ 業務・システムの最適化
ア 「人事・給与等業務・システム最適化計画」（平成

ウ 「にっぽん NOW 」
（タブロイド版、月２回発行。

16年２月27日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会

主に都市地域の主婦層を対象に、政府の主要な広報

議決定）に基づき、「人事・給与関係業務情報システ

テーマと暮らしに役立つ行政情報を新聞折込方式等

ム」を円滑に導入するため、人事・給与関係業務情

で提供。
）

報システム導入計画を策定した。

○

有機 JAS マークについて他４件

イ 旧式（レガシー）システムに該当する総合食料局

エ 「Asia Pacific Perspectives JAPAN＋」
（Ａ４変

（旧食糧庁）における情報管理システム及び国有林

形版、月１回発行。我が国の実情や政府施策を広く

野事業関係業務の業務・システムについて見直し方

世界に紹介し、諸外国の我が国に対する正しい理解

針を策定した。

と協力を求めるため、政府施策をビジュアルを駆使
して分かりやすく解説する海外広報誌。
）
○

グローバル化時代の日本農業

オ 「官報資料版」
（Ａ４版、週１回発行。地方自治体、

⑵ オンライン化の推進
ア 農林水産省電子申請システムによる申請・届出等
手続について、24時間365日受付を開始した。
あわせて、農林水産省電子申請システムと連携す

有識者等に対して、各府省の白書、統計調査結果等

る個別業務・システムのうち、品種登録出願等電子

について、内容を簡潔かつ分かりやすく紹介。
）

化システムについて24時間365日受付を開始した。

○

食料・農業・農村白書のあらまし他２件
⑷ 新

聞

「鳥インフルエンザ」や「暮らしの構造改革(バイオ
マス）」等を全国紙等に掲載した。
⑸

出等の頻度軽減1手続、添付書類の廃止９手続につい
て、簡素化・合理化を行った。
⑶ 利用者の視点に立ったシステムの整備、サービス

その他の広報活動

「緑の募金へのお願い」等を実施した。
⑹ 広 聴 活

イ 「手続の簡素化・合理化計画」に基づき申請・届

動

・国政モニター随時報告
随時報告のうち、回答を要するもの３件に回答を行
い、その他の報告を各部局庁に参考配布した。

の改善
ア 「行政ポータルサイトの整備方針」
（平成16年３月
31日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）
に基づき、ホームページにおける迅速な情報の掲載
及び提供情報の充実を図るとともに高齢者・障害者
にも利用しやすいようホームページの改善を実施し
た。

第７節

行政情報化の推進

イ 農林水産省ホームページにおいて告知・通知の情
報提供を開始した。

１

電子政府の構築

２

行政事務のペーパーレス化

農林水産省においては、電子政府構築計画（平成15

農林水産省においては、
「農林水産省行政事務ペーパ

年７月17日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決

ーレス化（電子化）実施計画」（平成12年４月18日行政

定。平成16年６月14日一部改定）に基づき、利用者本

情報化推進委員会決定。14年５月30日改定。）
に基づき
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行政事務のペーパーレス化（電子化。以下同じ。
）を推
進しており、平成15年度の実施状況を取りまとめた。
また、この結果を踏まえ、平成16年度における促進
方策を定め、重点的にペーパーレス化を推進する事務
を定めるなど電子掲示板や電子メールの活用により、
ペーパーレス化の取組を一層強化し、行政事務の効率
化、簡素化及び情報の共有化を図った。

３

セキュリティ対策

⑴ 農林水産省における情報セキュリティの確保に関
する規則等の策定
農林水産省における情報セキュリティ対策をより強
化するため、「農林水産省情報セキュリティポリシー」

FTA）への取組
の４項目について記述している。
⑴ 食の安全・安心と安定供給システムの確立
ア 食の安全・安心をめぐる動向と課題
食の安全・安心をめぐる情勢の変化
輸入農産物の基準値を超えた農薬の残留、食品
の偽装表示、国内や米国での BSE の発生、国内外
での高病原性鳥インフルエンザの発生等の問題に
より、消費者の購買行動は食の安全・安心を重視
したものへと大きく変化した。
食の安全及び消費者の信頼の確保に向けた取組
と課題
食品等の安全性の確保、家畜防疫体制の強化、

（平成12年12月27日行政情報化推進委員会決定）を廃

食品表示の適正化、トレーサビリティ・システム

止し、
「情報セキュリティポリシーに関するガイドライ

の確立等、生産段階から流通段階にわたる食品の

ン」
（平成12年７月18日策定、平成14年11月28日一部改

安全性確保や消費者の信頼確保に関する総合的な

定、情報セキュリティ対策推進会議決定）に基づき、

取組を推進した。また、施策の策定に際してはリ

「農林水産省における情報セキュリティの確保に関す

スクコミュニケーションを実施した。

る規則」（平成15年６月26日付け農林水産省訓令第11
号）等を策定した。

食の安全及び消費者の信頼の確保のためには、
生産者・事業者の社会的な責任の自覚と実践が不

⑵ 第三者機関による情報セキュリティ監査の実施
「農林水産省における情報セキュリティの確保に関
する規則」等の遵守状況及び情報セキュリティの確保

可欠であり、また、今後、消費者と生産者・事業
者の信頼関係の構築を基本とした互いに顔の見え
る関係づくりが重要である。

が効果的に実施されることを確認するため、農林水産

BSE、高病原性鳥インフルエンザ問題への対応

省行政情報システムの管理・運用状況等について、第

我が国最初の BSE の発生により、と畜場にお

三者機関による情報セキュリティ監査を実施し、その

ける BSE 検査及び特定危険部位の除去を実施し

結果を踏まえて対策を講じた。

た。
平成16年10月、農林水産省と厚生労働省は、食

第８節

年 次 報 告 等

品安全委員会の BSE 対策の科学的な検証結果を
踏まえ国内の BSE 対策の見直しを諮問した。今

１

食料・農業・農村の動向に関する年次報告

食料・農業・農村基本法第14条の規定に基づき、政

後の対策の見直しについては、
科学的な観点から、
国民とのリスクコミュニケーションに取り組みな
がら進めていくことが必要である。

府は、「平成17年度食料・農業・農村施策」及び「平成

米国で BSE 感染牛が確認され、我が国は米国

16年度食料・農業・農村の動向」を平成17年５月17日

からの牛肉等の輸入を直ちに停止した。その後、

に閣議決定し、同日付けで第162回国会に提出した。

日米局長級会合で科学的知見に基づき、両国が双

後者については、食料・農業・農村基本法の理念を

方向の貿易を再開するとの認識を共有し、現在、

踏まえ、食料、農業及び農村の動向と直面する課題に

消費者等の食の安全・安心を大前提として、日米

ついて広く国民的な理解を深めることをねらいとして

間で協議を継続している。

以下のように編成した。

79年ぶりに発生した高病原性鳥インフルエンザ

まず、１年間の特徴的な出来事を簡潔に紹介する「ト

については、感染した家きんの埋却処分等の適切

ピックス」を冒頭に設け、

な防疫措置を実施した。今後は、国内での発生防

① 頻発する気象災害と新潟県中越地震

止やモニタリング等の徹底と国際連携の取組が重

② 戦略的な農産物輸出の促進

要である。

③ 地域ブランドの確立への動き
④ 本 格 化 す る 農 産 物 貿 易 交 渉（WTO、EPA/

イ 食料消費と食料自給率の動向
食料消費の動向
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60歳以上の層で消費行動の強まりがみられ、ま

の栄養バランスの崩れが改善されておらず、前基

た、年齢の高まりに伴い、健康・安全性や国産志

本計画で掲げた「望ましい食料消費の姿」の実現

向が強まっている。

には至っていない。農業生産面では、小麦、大豆

食の変化を促す要因としては、年齢による所得

の生産量は増加しているものの、米、野菜、果実

や志向の違いのほか、ライフスタイルや就業形態

等多くの品目で減少しており、
「生産努力目標」の

の変化、単身世帯の増加等が影響しており、各世

実現には至っていない状況にある。

代を通じた食の簡便化が進むなかで調理食品等が

これら食料消費、農業生産面の課題解決に至っ

増加し、これに伴い輸入製品や輸入原材料が増加

ていない要因としては、食生活指針に基づく食生

している。

活の見直し、農産物の品質向上や加工・業務用需

食料産業の動向

要への対応、農地の効率的な利用等の取組が不十

国内総生産の１割を占める食料産業は、重要な

分であることが影響している。

地位を占めている。

新基本計画では、食料・農業・農村基本法にお

食品産業では、競争の激化や国内農業生産の対

ける食料の安定供給の確保の主旨等を踏まえ、自

応不足等を背景に、原材料調達の海外依存や最終

給率目標を設定のうえ、重点的に取り組むべき事

製品の輸入増加が進行した。また、海外に進出し

項を明確化し、関係者の具体的行動を喚起してい

た食品企業の現地法人が、現地や第三国から調達

る。食料自給率向上に向け、政府や地方公共団体、

した原材料をもとに製造・加工を行い、我が国に

農業者や農業関係団体、食品産業の事業者、消費

製品を輸出する動きも顕在化した。

者・消費者団体など、食にかかわるすべての人た

その一方で、食品産業のなかには、消費者の鮮
度志向、健康・安全志向にこたえるため、国内産

ちが適切な役割分担のもと、主体的に取り組むこ
とが不可欠である。

地と結び付きを強める動きがみられ、食品産業と

今後、国民一人ひとりが身近な課題として取り

国内農業の連携強化に向け、食品産業の有するノ

組めるよう、地域の自給率目標や地産地消の取組

ウハウの活用、加工・業務用需要に対応する国内

目標を設定し、実践的な食育や需要に応じた生産

生産体制の整備が重要となっている。

拡大等を推進するとともに、政府、農業団体、消

農産物輸入の動向

費者団体、食品産業事業者等による協議会を設立

我が国は世界最大の農産物純輸入国であり、近

し、毎年度行動計画を策定するなど、適切な工程

年は、輸入品の加工の高度化や輸入ロットの小口

管理が必要である。

化が進行し、米国、中国、オーストラリア等の特

食生活の現状と地産地消及び食育の推進

定国からの輸入に依存する傾向にある。
このため、

多くの国民が飽食ともいうべき食生活を享受し

これら輸入先国の作付けや作柄の変動、BSE 等家

ているが、脂質過多等の栄養バランスの崩れ、欠

畜疾病の発生等は、我が国の食料需給に大きく影

食の広がり、大量の食品ロス等の問題が発生して

響を与える。

いる。また、子どもの食生活も、生活環境の変化

食の安全を脅かす事件が相次ぐなか、多くの消
費者が輸入食品に不安を持っており、特定国に多

等が進むなかで、栄養に関する基礎的な知識や食
事の作法等の面で問題が発生している。

くを依存する輸入構造は、食の安全及び消費者の

今後は、地産地消の実践的な計画の策定とその

信頼や食料の安定供給の確保の観点からぜい弱性

計画に基づく自主的取組の促進、適正な食事の摂

が内在している。

取量を示したフードガイド（仮称）の策定と活用、

食料自給率の動向

国民的運動としての食育の一層の推進が重要であ

供給熱量ベースの自給率の低下は、長期的にみ

る。

ると、米の消費が減少し、畜産物や油脂類が増加
するなどの食生活の変化が大きく影響している。

ウ 世界の農産物需給と農産物貿易交渉の動向
穀物等の国際需給

また、昭和40〜平成15年度において国産の総供

2004年度の穀物等の国際需給は、主要国の生育

給熱量は26％減少しており、農業生産面の変化も

が良好であったが、期末在庫率は、５年前の30.4

自給率の低下に影響を与えている。

％から19.4％へと減少した。

前「食料・農業・農村基本計画」策定以降の食

世界の穀物生産は、需要増大が見込まれるなか

料自給率は、食料消費面では、脂質の摂取過多等

で、水資源の枯渇、異常気象の発生等、中長期的
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にみて多くの不安定要因が存在している。

平成16年の総農家戸数は293万戸、うち主業農家

東アジアの農産物貿易の動向

は43万戸でともに減少傾向にある。基幹的農業従

成長が著しい東アジアでは、一人当たり耕地面

事者は220万人（平成16年）で、12年から8.5％減

積の減少、付加価値の高い農産物の生産増大と穀

少しており、昭和一けた世代のリタイアの加速化

物生産の減少に加えて、食料消費の増大・多様化

等によりぜい弱化の懸念がある。

が進行している。

新規就農者数は８万人
（平成15年）、うち新規就

東アジアでは、既に中国が農産物純輸入国に移

農青年（新規学卒者と39歳以下の離職就農者の合

行していることに加え、輸入及び輸出の増加と域

計）
は、1.2万人となっている。一方、就農経路が

内依存度の上昇、輸入品目の多様化、特定品目の

多様化するなかで、農業法人等に雇われて農業に

輸出等の特徴がある。一方、我が国の域内外の輸

従事する者が増加している。

入、輸出に占める割合は低下している。

女性農業者は基幹的農業従事者の46％（平成16

今後、人口増大、食料消費の増加・多様化に伴

年）を占めており、我が国農業の重要な役割を担

い、世界の農産物貿易における東アジアの影響力

っている。最近は、認定農業者の増加や加工販売

が強まる可能性がある。

事業の起業など活躍の場を広げ、地域活性化を図

WTO 農業交渉の動向
WTO 農業交渉は2004年３月に再開され、同年
７月にドーハ・ラウンドの枠組み合意が成立した。

るうえでも欠かせない存在となっている。
イ 農業の構造改革の加速化
担い手の育成・確保

今後とも「多様な農業の共存」を基本理念とす

認定農業者は19万人（平成16年８月）で、平成

る我が国の主張が反映されるよう交渉に臨むとと

12年３月から29％増加している。今後、認定農業

もに、構造改革を通じた国内農業の競争力の強化

者制度についての地域ごとの取組の差の改善、認

と国境措置に過度に依存しない政策体系の構築が

定後のフォローアップの充実等の取組の強化が課

重要である。

題である。

経済連携協定交渉の動向
世界各地で EPA/FTA が急増するなか、
我が国

農業生産法人は７千経営体で、有限会社が８割
を占めており、食品・飲料メーカーや建設業者等

は、メキシコとの協定が発効、フィリピンとの交

が出資する株式会社形態を含め、
増加傾向にある。

渉は大筋で合意した。現在、マレーシア、タイ、

集落営農組織は、約１万組織（平成12年）あり、

韓国、ASEAN 全体との間で交渉中である。

地域農業の維持に効果を発挿しているが、その６

「守るべきもの
EPA/FTA 交渉に当たっては、

割で後継者が不在である。今後、地域の合意を図

を守り、譲れるものは譲る」との考え方で対応す

り、集落を基礎とした営農組織の育成・法人化の

るとともに、「みどりのアジア EPA 推進戦略」に

推進が課題である。

沿って、戦略的かつ前向きに対応することが重要
である。
⑵ 農業構造改革の加速化と国産の強みを活かした国
内農業生産の展開
ア 農業経済の動向
農業生産の動向

農業サービス事業体は、約２万組織
（平成12年）
あり、水稲の育苗や防除、乾燥・調製の作業受託
割合が高いなど、地域農業生産において様々な機
能を発揮している。
農地等の確保と有効利用
耕地面積は471万 （平成16年）で、ピーク時の

平成16年は、観測史上最多の台風の上陸、新潟

昭和36年から２割減少している。耕地利用率は94

県中越地震等の自然災害が多発し、農林水産関係

％（平成15年）で、同様に約40ポイント低下して

で１兆円（うち農業関係５千億円）の被害となっ

いる。

た。

担い手への利用集積は鈍化傾向にあり、今後、

平成15年の農業総産出額（概算）は、冷夏等に

地域の合意形成等を通じた農地の受け手と出し手

伴う米の不作等により、農業生産が減少（数量ベ

の調整や耕地利用率の向上、良好な農地・農業用

ース前年比4.9％減）
した一方、農産物価格が上昇

水の確保、多様な農地利用ニーズへの対応等が必

（前年比7.4％増）
し、ほぼ前年並みの８兆９千億

要である。

円（前年比0.3％減）となった。
農業労働力

農業構造の動向
平成７〜15年の間に、多くの経営部門で、 65歳
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未満の農業専従者がいる主業農家」が占める戸数

など、国内農業生産をめぐる情勢は厳しい状況に

割合や経営耕地面積の占有率が低下している。

ある。今後、国内農業の競争力の強化等を図るた

大規模経営や販売金額が大きい経営は、生産性

めには、消費者や実需者のニーズに応え得る農産

の高い経営、環境保全を重視した生産、経営の多

物を納得できる価格で提供できるよう、国産農産

角化、農作業受託組織への参加、地域農業の維持

物の強みや特長を最大限に活かした生産体制へ転

への寄与等の特徴が見られる。しかし、最近は、

換することが必要である。

農業所得の減少等の厳しい経営環境にある。
担い手政策の改革

食の安全及び消費者の信頼の確保に向けた取組
食品の安全性に対する消費者の関心が高まるな

望ましい農業構造を確立するためには、地域に

か、各産地では、農産物の安全性の確保のため、

おける担い手を明確化し、これらの者に農業経営

残留農薬検査やトレーサビリテイ・システムの構

に関する各種施策を集中的・重点的に実施するこ

築に取り組む動きが進んでいる。今後、これらの

とが重要である。

取組とともに、生産段階での危害対策や栽培工程

担い手の育成・確保に当たっては、認定農業者
の認定の加速化、小規模農家や兼業農家を含む集
落を基礎とした営農組織の育成・法人化等の推進

における生産資材等の使用・管理事項を定める取
組（適正農業規範）の推進が重要である。
国産の強みを活かした地域ブランド化の取組

が必要であり、今後、担い手育成総合支援協議会

国産農産物が輸入品や国内の他産地の競合品と

の設置等により、担い手育成・確保に向けた全国

差別化し、消費者に購入されるためには、ブラン

的な運動の展開が必要である。

ドとしての価値を有することが重要である。各産

経営安定対策の新たな展開

地では、地域固有の資源から生産される商品を独

現在、品目別に講じられている経営安定対策を

自の制度により認証し、厳密な管理を行うことに

見直し、施策の対象となる担い手を明確化したう

より、消費者の認知度や信頼性を高める地域ブラ

えで、その経営の安定を図る対策に転換すること

ンドの確立に向けた動きがある。

が重要である。特に、水田作及び畑作については、

今後、地域ブランドの確立に当たっては、認証

品目別ではなく担い手の経営全体に着目した品目

制度や品質管理制度の確立、購買対象層の明確化、

横断的政策を講じることが必要である。

地域のイメージづくり等の販売戦略の構築、新品

農地制度の改革

種や商標等の知的財産の保護制度の活用について

農地の効率的な利用と構造改革の加速化を促進

の地域の取組を支援することが必要である。

するため、担い手への農地利用集積の促進、耕作

食品産業の需要にこたえる取組

放棄地の発生防止・解消、意欲ある者の新規参入

消費者の国産志向の高まりにこたえて、国産農

の促進、優良農地の確保等についての農地制度の

産物の調達を増やす食品産業の動きがあり、生産

改革が必要である。

者や産地のなかには、食品産業向けの食材の安定

地域における農業の再編・活性化

供給、加工食品の高品質化等に取り組む動きがあ

地域には農業にかかわる多様な主体が存在して

る。今後、農業と食品産業との連携に向けた生産

おり、各地で多様な担い手による地域農業の再編

者等の主体的な取組に加え、流通コストの削減、

に向けた取組が展開されている。今後は、兼業農

鮮度の向上、食の安全の確保等の観点から、食品

家、高齢農家等を含む地域の関係者の合意形成を

流通業との連携の強化も重要である。

図りながら、地域農業の再編・活性化に取り組む

技術の革新・開発を核とした取組

ことが重要である。
ウ 国産の強みを活かした農業生産の展開

消費者の健康・安全志向の高まりや農業と食品
産業の連携の動きに対応するためには、公的研究

国内農業生産をめぐる情勢の変化

機関や民間企業が、役割分担を図りながら、産学

消費者や実需者は、国産農産物について、安全

官の連携等の取組を推進することが重要である。

性、品質、おいしさの面で、輸入品と比べて高く

農業生産の現場では、厳しい経営環境のもと、

評価しており、消費者の８割は、割高でも国産品

高度な農業技術の導入を契機とした経営革新の重

を購入する意向がある。しかし、国産品の小売価

要性が高まっている。生産者のなかには、創意工

格は、輸入品に比べ割高となり、輸入品との競争

夫による品種改良、栽培加工技術の開発・導入に

とともに、構造改革の遅れ、農業総産出額の減少

取り組む動きがあり、今後、生産現場のニーズに
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直結した新技術の開発と生産現場への導入・普及

改正食糧法の施行等により本格化した。産地では、

の迅速化が必要である。

輸出促進、ブランド米等の特色ある米づくり、米

農産物輸出の取組の推進

粉パンの開発等に取り組んでおり、今後、産地自

我が国の農産物輸出額は約1,700億円（平成16

らの主体的判断と創意工夫により、ニーズに的確

年）にとどまっているが、最近では、りんご、長

に対応することが重要である。

いも、みそ等が着実に増加しており、日本の食文

平成16年産水稲の作況指数は、台風等の影響で

化への関心の高まりやアジア諸国の経済発展に伴

98となったが、生産量は冷害年の前年に比べ12％

う購買力の向上等を背景に、我が国農産物に対す

増の872万トンとなった。入札価格は、平年作であ

るニーズが高まっている。

った平成14年を若干下回る水準で推移した。

これを受け、生産者団体や関係機関が連携して

米の１人当たりの消費量はピーク時（昭和37年

輸出に積極的に取り組んでおり、各産地では、高

度）の118㎏から62㎏（平成15年度）へ半減となり、

額所得者層や贈答用の需要を狙った高級品や、輸

消費者は、銘柄志向から、低価格、簡便化、安全

出相手先国のニーズに着目した販路開拓等様々な

等の志向へシフトしている。健全な食生活の確保

取組を展開している。

と食料自給率向上の観点から、米の消費拡大、米

農産物輸出は、我が国の攻めの農政の柱の一つ
として大きな意義があり、今後、民と官が一体と

飯給食の一層の普及、消費の多様化への対応が必
要ある。

なって、事前の市場調査、現地の販売・流通体制

その他の品目の需給動向等

の整備や日本の食文化と関連付けたブランドイメ

麦の生産量は、近年、大幅に増加しており、特

ージの確立、国内の産地づくり、加工食品の開発

に小麦は平成14年産において既に22年度（前基本

等が重要である。

計画）の生産努力目標数量を超過した。一方、品

エ 環境保全を重視した農業生産の推進

質・生産性の向上の遅れや新品種への転換の遅れ

地球規模での環境問題が顕在化するなかで、我が

等の問題があり、今後、需要に応じた良質麦の生

国の農業は、効率性を追求した農業生産の展開や農

産の推進等の観点から、麦政策全体の再構築が必

薬等の不適切な利用等により環境への負荷の増大の

要である。

懸念が高まっている。今後、農業のもつ自然循環機

大豆の生産量は、増加基調であったが、平成15、

能の維持・増進、環境保全を重視した農業への転換

16年産は天候不順等により減産となった。最近、

が必要である。

契約栽培や取引ロットの大型化、農産加工グルー

環境保全を重視した農業は、慣行農法に比べ、施

プの地産地消の取組等の動きが見られるが、単収

肥・たい肥づくり、除草等に伴い労力が増大すると

の向上・安定化、品質向上やコスト削減等が依然

ともに、農薬、化学肥料の代替資材の使用等に伴い

として課題となっている。また、最近の国内の不

経営費が増大する。このため、規模の大きな経営や

作や輸入大豆価格の上昇等に伴い、国産大豆の生

労働力を確保している経営を中心に、消費者への直

産者・実需者間の安定的な取引関係の構築が重要

接販売、契約生産等独自の販路の開拓に積極的に取

である。

り組む動きが見られる。

野菜、果実のの生産量は、担い手の減少や高齢

我が国の農業生産全体を環境保全を重視したもの

化等により減少傾向で推移している。一方、野菜

に転換するためには、環境との調和のための基本的

の輸入量は、冷凍技術の発達や国内産地の加工・

な取組が着実に実践されていくことが重要である。

業務用需要への対応の遅れを背景に増加傾向にあ

このため、「環境と調和のとれた農業生産活動規範」

る。今後、野菜、果実とも担い手を中心とした競

を策定し、農業者への助成措置に当たり一定の環境

争力の高い産地の育成、加工・業務用需要などへ

要件の達成を義務付けるクロス・コンプライアンス

の対応とともに、若年層を中心とする野菜、果実

の考えに基づき、各種支援策と関連付けや、地域の

離れに対応し、消費拡大を図るために、適切な情

農業関係者が意識を高め、地域の環境保全を目指し

報提供、機能性等の栄養成分の表示、消費形態の

た取組を広げていくことが重要である。

変化に対応した販売戦略の構築が重要である。

オ 需要に即した生産の促進

畜産は、BSE や高病原性鳥インフルエンザの発

米の需給動向等

生等に伴い、家庭における牛肉、豚肉、鶏肉の購

米政策改革は、地域水田農業ビジョンの策定、

入割合が変動するなど、我が国の食肉の需給構造
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は大きく変化した。酪農、肉用牛経営の規模拡大

体験など地域での具体的な取組を通じて、多面的

は進展しているが、生産費や労働時間はわずかな

機能の役割やその重要性について国民に理解を求

低減となっており、今後、耕作放棄地の活用、コ

めることが重要である。

ントラクターの活用、省力化技術の導入等が重要

農村の地域資源の保全管理の動向

である。

農村には、農地・農業用水、多様な動植物、農

自給飼料生産の推進は、自給率向上等の観点か

村景観、伝統文化等多様な地域資源が存在してお

ら重要であり、また、たい肥の広域流通等による

り、特に、農地・農業用水等の資源は、食料の安

家畜排せつ物の適正管理と利用促進も必要であ

定供給や多面的機能の発揮に不可欠な社会共通資

る。

本である。

⑶ 農村地域の再生と美しく活力ある農村の創造
ア 農村の現状

農地・農業用水等の保全管理については、農家
戸数の減少や混住化、高齢化等に伴い、農家主体

人口及び経済の動向

の保全管理の困難性が増大しており、今後、資源

都道府県の人口は、５年前に比べて29道県で減

の保全管理を適切に行っていくためには、地域の

少し、
東京圏への人口の流入超過は継続している。

立地特性や創意工夫を活かし、地域の農業者に加

このため、地方圏では、今後、人口規模が小さく、

えて、地域住民や都市住民を含めた多様な主体の

高齢者の割合が高い市町村が大幅に増加するな

参画を得た地域共同の効果の高い取組の促進が重

ど、地域社会の活力やコミュニティ機能の低下等

要である。

が懸念される。

中山間地域等直接支払制度の実施は、農業生産

最近の我が国の経済は回復傾向にあるが、公的

活動の継続、耕作放棄地の発生防止、多面的機能

需要への依存度と中小企業等の割合の高い地方圏

の維持増進等に効果を発揮しており、今後、生産

は依然厳しい状況にある。地方圏の第一次産業・

性の向上、担い手の育成等を含めた農業生産活動

第二次産業の生産額は10年間で14％減少する一方

が継続できる体制の整備や集落間の連携強化の促

で、第三次産業は13％増加し、産業構造のサービ

進等が重要である。

ス化が進行している。
農村社会の現状

バイオマスの利活用の動向
再生可能な生物由来の有機性資源であるバイオ

農業集落は、都市化や挙家離農等により５千集

マスの利活用は、地球温暖化防止と循環型社会の

落が減少（平成２〜12年）するとともに、農家率

実現に役立つものと期待されている。しかし、消

も急激に低下し、混住化が進行した。また、農業

費者や農業者の理解は十分ではなく、食品廃棄物

集落の耕地の減少の主因（平成２〜12年）は、中

の再生利用率も16％にとどまっている。

山間農業地域では耕作放棄や山林への転換の割合
が高い状況にある。

現在、
「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平成
14年12月）に基づき、バイオマスタウン構想やバ

農業集落の生活利便性は全体としては向上して

イオマスプラスチック、バイオディーゼル等の開

いるが、中山間農業地域を中心に地域格差が存在

発・実証等様々な取組が実施されているが、バイ

する。また、道路、汚水処理施設、情報通信基盤

オマスの利活用には、初期投資、運営コスト、労

などの社会基盤整備も、依然、地域格差が存在し

力、技術等の課題があり、今後、バイオマスの利

ている。社会基盤の整備は、農村の定住化の促進

活用の高度化、収集・輸送コスト等の削減、地域

や農村の活性化、
都市と農村の交流を図るために、

特性に応じたシステム構築等の推進が必要であ

早急に推進することが重要である。
イ 農村の有する資源の現状
農業の有する多面的機能

る。
ウ 活力ある農村の創造
農村地域再生の必要性

農業は、食料の供給や、その生産活動を通じた

農村コミュニティや農業生産活動の衰退等によ

国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良

り、農村資源の保全管理や次世代への継承に多く

好な景観の形成、文化の伝承等多面的な機能を保

の困難が生じている。農村地域再生の重要性を認

有している。

識し、具体的に行動することが必要である。

農業の有する多面的機能の役割に関しては国民
の理解に差があることから、今後、子どもの農業

地域資源の積極的な活用による都市と農村の共
生・対流の促進
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都市と農村の間で「人・もの・情報」が双方向
で絶えず循環する社会の実現を目指す共生・対流
の取組は、地域活性化を図るうえで大きな意義を
有しており、今後、積極的な推進が重要である。
都市農業は、新鮮な農産物の供給、災害時のオ
ープンスペースの提供、身近な農業体験の場の提

林業が増加したものの、飲食店、関連投資、食品工業
等が減少した。
なお、農業・食料関連産業の国内総生産は、全産業
の国内総生産（GDP）の10.3％を占めている。

３ 産 業 連 関 表

供等多様な役割を発揮することから、今後は、住

産業連関表は、国あるいは一定地域において１年間

民参加の都市農業ビジョンづくり、農産物の直接

に行われた財・サービスの産業相互間取引を一覧表に

販売、農業体験活動等の推進が必要である。

表したものである。全国を範囲とする産業連関表は、

農村経済の活性化と農業と他産業の連携の推進

総務省、農林水産省をはじめとする関係10府省庁の共

厳しい地方経済のもと、農業と観光業、商工業

同作業により、５年ごとに作成している。

等の地域の他産業が連携し、地域固有の資源を活

平成16年度においては、
「平成12年産業連関表」
の基

用して、地域の活性化を図る動きや地域に密着し

本方針に従い、平成２−７−12年接続産業連関表の作

た食品産業の振興を図る食料産業クラスター形成

成作業を行い、平成17年３月に公表した。

の動きが各地に出現している。しかし、異業種交
流グループへの農林水産業の参加率は他産業に比
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農林水産省図書館

べて低く、小規模市町村ほど地場産業振興の連
携・協力が難しい状況にある。今後は、地域内の

⑴ 収

書

異業種連携による経済活性化を図るために、地域

平成16年度における図書の受入れ（図書館の蔵書と

の多様な主体の連携、人材の育成、市町村や県域

して登録したもの）は、2,335冊（国内図書1,948冊、

を越えた交流等の推進が重要である。

外国図書387冊）
で、この結果、今年度末における蔵書

地域活性化を支える人材・組織の育成と連携

数は、290,873冊（国内246,651冊、外国44,222冊）と

地域活性化の取組には、地域の内外からの人材

なった。新聞・雑誌等の受入れは1,096種（国内993種、

の積極的な発掘・受入れ、リーダーの育成、研修

外国103種）であった。また、ビデオテープ（DVD を

等の人材育成の取組が重要であることから、地域

含む）
・CD-ROM 等の電子・映像情報資料の受入れは、

の関係者が一体となった人材の育成や組織づくり

ビデオテープ104タイトル、CD-ROM 77タイトルで、今

を促進するとともに、農村現場での活動内容に応

年度末における所蔵数はビデオテープ2,174タイトル、

じた、農業関係機関の役割分担の明確化と連携し

CD-ROM 576タイトルとなった。

た取組の強化が必要である。
農村の振興にかかわる分野横断的な取組を推進
するため、市町村段階の組織の主体性や自主性が
発揮できるよう、関係府省による連携、事業の弾
力的・効率的な運営が重要である。

２

農業・食料関連産業の経済計算

「農業・食料関連産業の経済計算」は、「産業連関表」

⑵ 納本及び配布
農林水産省及び農林水産関係の独立行政法人の刊行
物の国立国会図書館への納本は、3,396冊であった。
また、他府省、国内関係機関及び海外関係機関への
配布を行っている。
⑶ 利

用

平成16年度の利用者数（閲覧及び貸出）は28,748人、
利用冊数は71,078冊であった。国立国会図書館並びに

や「国民経済計算」に準拠した手法により、食料供給

各府省図書館との相互貸借は132冊
（貸出93冊、借受39

に関係する各種産業の経済活動と国民経済とのかかわ

冊）であった。また、職員への業務支援として閉館時

りを、数量的に把握しているものであり、この経済計

の貸出を行う等、サービス拡大を行った。

算は①農・漁業及び食料関連産業の生産活動の結果を

⑷ 図書館システム

国民経済計算の概念で把握した「農業・食料関連産業

図書資料に関する閲覧及び情報提供等の利用者サー

の経済計算」、②農業部門の生産と投資を捉えた
「農業

ビスを迅速かつ的確に行うため、「図書資料管理・提供

の経済計算」等から構成されている。

システム」により、図書資料等の貸出・返却手続及び

平成14年度結果の主な内容は次のとおりである。農
業・食料関連産業の国内総生産は51兆666億円で、前年
度に比べ1.1％減少した。
これを産業別にみると、
商業、

目録検索等を行っている。
「農林水産省図書館情報公開システム」により、平
成13年４月から蔵書等の目録情報及び農林水産省が編

第１章 大 臣 官 房
集・発行した行政図書の内容を電子化し、インターネ
ットで公開・提供している。平成16年度は、行政図書
を118冊追加し、今年度末における提供数は、1,829冊
となった。

２

⎜ 45⎜

農林水産業に係る環境対策の推進

平成16年度における環境保全対策のうち主なもの
は、以下のとおりである。

さらに、平成17年３月から、農林水産省に所属する
４図書館（農林水産省図書館、林野庁図書館、農林水

⑴ 地球環境の保全
ア 熱帯林をはじめとする森林保全対策

産政策研究所分館、農林水産技術会議事務局筑波事務

（国際熱帯木材機関）を通じ、違法伐採問題
ITTO

所分館）の蔵書目録が一元的に検索できる「農林水産

克服のための総合情報システムの開発、森林認証の

省図書館同時検索システム」の運用を開始した。

推進と持続可能な熱帯林経営への取組の支援を行っ

⑸

電子・映像情報室

た。また、世界銀行を通じ、途上国における持続可

ビデオテープを中心とする電子・映像情報資料につ

能な森林経営のための国家戦略（ 国家森林政策」）

いては、電子・映像情報室においてパソコン、ビデオ

の策定を支援した。さらに、FAO を通じ、不適切な

デッキ、DVD プレイヤー及びモニター等の機器を設

伐採活動を改善し、環境に配慮した持続可能な伐採

置し、一般利用者等にも広く視聴の場を提供している。

活動を定着させるため、東南アジア地域の各国の状
況に応じた国別伐採規範策定及びその実施のための
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環境保全対策

技術支援を行った。さらに、開発途上国等において
森林の管理・経営に係る技術開発、地球温暖化防止

１

概

説

の取組に対する支援等の協力を行った。
イ 砂漠化防止・農地保全対策

今や環境問題は、地球温暖化や廃棄物問題、さらに

持続可能な農業農村開発における砂漠化防止対策

は生物多様性の危機にみられるように、通常の事業活

の技術開発のため、砂漠化の要因分析や実証調査を

動や国民の日常生活に起因し、密接な関わりを持つも

行い、各種技術マニュアルの作成等を行った。また、

のへと変化している。しかしながら、農林水産業は、

砂漠化防止に資するための農民用技術マニュアルな

工業等の他産業とは異なり、本来、自然と対立した形

どの開発を行うとともに、民間セクターを利用した

ではなく順応する形で自然に働きかけ、それを上手に

砂漠化防止の推進体制について調査を実施した。

利用し、健全な循環を促進することによって、その恵
みを享受する生産活動である。

ウ 地球温暖化対策
長期育成循環施業の推進

農林水産省においては、これまでも環境保全を意識

抜き伐りを繰り返しつつ徐々に更新を行う長期

した施策を展開してきたが、平成15年７月に環境政策

育成循環施行の積極的な推進により、複層林への

の企画立案を一元的に担当する組織として、大臣官房

誘導・造成を促進した。

環境政策課を設置した。また、平成15年12月には農林

特定保安林整備総合対策

水産業が自然環境や物質循環とのかかわりが深い産業

間伐等が不十分で機能が低下した保安林を特定

であるという認識のもと、今後の農林水産環境政策の

保安林に指定するための調査を行うとともに、新

展開に当たっての基本的な考え方を示すものとして

たに特定保安林を対象として治山施設の整備と本

「農林水産環境政策の基本方針」を取りまとめた。本

数調整伐を一体的に行うほか、要整備森林におけ

基本方針では、環境保全を重視する農林水産業への移

る間伐の推進を図るなど、重点的な森林の整備・

行を目指し、４つの環境分野（健全な水循環、健全な

保全の促進を行った。

大気循環、健全な物質循環、健全な農山漁村環境の保

木材・木質バイオマス利用の推進

全）ごとの施策を推進することとしている。特に、地

大手住宅メーカー等のニーズに対応した地域材

球温暖化対策については、適切な森林整備の推進、農

の新しい流通・加工システムの構築や、木質バイ

林水産分野の温室効果ガスの発生抑制対策等に取り組

オマス利活用施設の整備、合板や新たな木質資材

んでいるところである。

への地域材利用を促進するための技術開発等を実

また、バイオマス・ニッポン総合戦略の見直しを進
めながら、地域全体でのバイオマスの総合的な利活用
等に関し、総合的かつ計画的な取組を今後強化してい
く必要がある。

施した。
NPO 等の多様な主体の参加による森林の整備
の推進
森林整備事業の事業主体として新たな協定制度
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の認定を受けた者（NPO 等）を追加するととも

するための事業を実施及び助成した。

に、経験豊かなボランティア団体や上下流の住民

農業集落排水事業

等多様な主体の参加による里山林、水源林などの

農村地域における資源循環の促進を図りつつ、

整備を促進した。

農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機

国民参加の森林づくり活動の推進

能維持又は農村生活環境の改善等を図るため、農

幅広い国民の参加による森林ボランティア活動

業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥

の定着を図るため、森林ボランティア活動情報の

又は雨水を処理する施設若しくはそれらの循環利

発信、NPO による活動の定着を図るため、森林ボ

用を目的とした施設の整備に要する経費につき市

ランティア活動情報の発信、NPO による活動の

町村、都道府県等に対し、助成した。

支援、活動フィールドの拡大等を推進した。
森林の吸収量の報告・検証体制の整備

漁場環境保全対策
海洋環境等への負荷を低減させるため、水産物

森林の CO 吸収量報告に不可欠な森林資源デ

の流通加工過程における水産加工残滓等の有効利

ータの精度の検証・向上、保安林の森林経営に関

用及び適正処理を図る再資源化施設、窒素・リン

する管理情報の整備及びデータの効率的な収集手

等を除去するための高度な排水処理機能を有する

法の開発を実施するとともに、国レベルでデータ

排水処理施設の整備等を実施した。

を一元化するためのシステム開発等を実施した。
エ 技術開発

このほか原因者不明の漁場油濁により被害漁業
者が油の防除等に要した費用の支弁及び油汚染防

低電力、高効率の青色発光ダイオードをイカ釣り

除に必要な基本的知識・対応策について、漁業者

漁業の集魚灯として用い、最も効率的な搭載方法や

等を対象とした現場における実技指導を含めた講

操作方法、操業形態等について実証化実験を行い、

習会の実施等、油汚染防除に関する知識の啓蒙普

漁獲効率や燃料消費等のランニングコスト、初期設

及に要する経費につき助成した。

備投資等の提言効果を明らかにし、イカ釣り漁業の

さらに、漁場油濁被害の拡大を防止することを

大幅なコスト削減を実現する技術開発を行った。ま

目的として、漁場油濁事故発生の初期における的

た、従来、防除等に用いられてきた臭化メチルが、

確な対応を確保するため、油防除作業の専門家を

オゾン層保護の観点から全廃となったことに対応す

現場に派遣する事業についても助成を行った。

るため、引き続き代替技術の確立、代替薬剤の開発
及び普及を推進した。
オ バイオマス・ニッポン総合戦略の強力な推進

イ 土壌・地盤環境の保全
地盤沈下対策事業
地盤の沈下に起因して生じた農用地及び農業用

バイオマス利活用のための施設整備

施設の効用の低下を回復するため、または水源を

バイオマスの利活用の全国の取組モデルとなる事

転換するために行う農業用用排水施設の改修等に

例を構築し、その普及を図るため、新技術等を活用

要する経費につき都道府県に対して助成した。

した利活用施設整備を実施した。また、食品廃棄物、

公害防除特別土地改良事業

家畜排せつ物、木質系廃材・未利用材などの各バイ

事業者の事業活動によって生ずるカドミウム等

オマスの特性に応じた利活用材等の利活用施設の整

による農用地の土壌等の汚染に起因して人の健康

備を実施した。

をそこなうおそれがある農畜産物が生産されるこ

⑵ 水及び土壌・地盤環境の保全
ア 水環境の保全
水環境保全対策
農業用用排水の水質等の水環境について、水質
汚濁原因・負荷機構の解明および浄化技術の確立
等を行った。また、農地からの負荷軽減対策の検

と等を防止することにより、人の健康の保護等を
図るために行う客土等の実施に要する経費につき
都道府県に対し助成した。
⑶ 廃棄物・リサイクル対策
ア 廃棄物・リサイクル対策
バイオマス・ニッポン総合戦略推進事業

証とその軽減対策に効果的な土地改良施設の整

バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づきバイ

備・管理手法の確立及び農地系の面減負荷対策指

オマスの総合的な利活用を推進するため、バイオ

針の作成を行った。

マス関連情報を効果的に提供するためのシステム

さらに、農業用用排水の水質汚濁に起因する障
害の除去及び公共用水域に排水される水質を浄化

の構築及びバイオマスの利活用に対する理解を助
成するための普及啓発を実施した。
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バイオマス利活用フロンティア推進事業
地域におけるバイオマス利活用に関する計画策
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ズムの新たなスタイルを提案・普及した。
森林環境教育の条件整備促進対策事業

定、実用化に関する調査・実証、システム構築等

森林環境教育を推進するため、文部科学省と連

をバイオマスの種類に応じて総合的に実施し、バ

携して指導者の募集・登録、森の子くらぶ活動の

イオマスの有効利用を促進し、もって環境と調和

受け入れ体制の整備、
学校林の整備活用等に加え、

の取れた循環型社会の構築を図った。

新たに NPO 等の企画力や教育手法を活用した山

農業環境保全対策事業費

村滞在型の森林・林業体験交流活動等を行うモデ

施肥に由来する地下水汚濁や温室効果ガスの発

ル事業を実施した。

生、輪作体系等の乱れ等の課題に対応し、環境と

共生林の多様な利用活動推進事業

調和した農業生産方式を構築するため、環境保全

森林と人との共生林の整備に向けた計画策定や

対策に先導的に取組む地区の創出や体系化された

市民参加に関する協力締結等の条件整備を行うと

環境保全技術の確立、環境と調和した持続的な農

ともに、里山林などを活用した健康づくりを行う

業生産を維持・推進させるために必要な共同利用

「健康と癒しの森」づくりを推進した。

機械・施設等の整備に必要な経費を要求した。
家畜排せつ物処理のための施設の整備等

田園自然環境保全・再生支援事業
健全で豊かな自然環境の保全・再生と活力ある

平成16年10月末を期限とする家畜排せつ物法に

農業が調和した美しいむらづくりに向けて、地域

基づく管理基準の猶予期限内に、家畜排せつ物法

住民や NPO 等による保全活動と連携した生態系

の管理の適正化が図られるよう、家畜排せつ物法

保全型の農地、
土地改良施設等の整備を実施した。

施設の整備を推進した。
地域環境保全型農業推進総合整備事業

里地棚田保全整備事業
二次的自然の卓越した中山間地域の里地や棚田

土づくりや減農薬・減化学肥料の取組を推進す

等において、多様な地域条件に即した生産基盤整

るため、地域における環境保全型農業の推進計画

備や、土地改良施設等の維持管理活動を組織ぐる

の目標の達成に向けて、必要な基盤整備や土づく

みで実施していくために必要な施設整備を行い、

り施設整備を総合的に実施した。

土地改良施設等の多面的機能の良好な発揮や自然

⑷ 化学物質対策
ア ダイオキシン類等有害物質対策
有害物質リスク管理等委託事業
ダイオキシン類の農畜産物への含有実態を全国

環境の保全・再生を支援した。
漁港漁村活性化支援事業
都市と漁村の共生・対流を推進するため、都市
と漁村の交流活動（漁業体験、自然体験活動等）
、

的に調査するとともに、この調査結果について消

学校関係者等と連携した体験活動、受入体制の整

費者、生産者等に対して分かりやすい形で情報提

備等を支援するとともに、美しい漁村づくりに資

供を行った。

する地域住民等の参加した景観作りへの取組、地

イ 農薬対策
埋設農薬最終処理事業費
埋設した農薬を掘り起こし、科学的に安全な方
法により最終的な無害化処理を行った。

域資源の掘り起こし等を支援した。
イ 生物多様性の確保及び野生動植物の保護管理
特定希少植物保存推進事業
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

農薬安全使用等総合推進事業

関する法律」
に基づき繁殖証明及び特定国内希少

農薬の使用状況などの調査、河川等環境への流

種野生植物種の譲渡等の届出、立入検査等に関す

出状況や農作物への残留状況を調査し、これらの

る業務及びその推進のために必要な実態調査なら

結果を基に地域の実情に即したきめ細かな農薬使

びに諸規制の啓蒙普及指導の推進を行った。

用の指導を実施した。
⑸ 自然環境の保全と自然とのふれあいの推進
ア 国土空間の自然的社会的特性に応じた自然と人間
との共生
グリーン・ツーリズム総合戦略推進事業費
共生・対流に向けた国民運動の一環として、都
市住民の潜在的需要を踏まえたグリーン・ツーリ

ウ グラウンドワーク推進支援事業
地域住民、地方公共団体及び民間企業のパートナ
ーシップにより身近な地域の環境改善等を行うグラ
ウンドワークの普及・推進を図るため、(財)グラウ
ンドワーク協会の行う調査研究活動等を支援した。
エ 社会資本整備
海岸環境整備事業
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海岸の環境整備を図り、その利用増進に資する

＊国際熱帯木材機関（ITTO）拠出金

109,851

ための護岸、離岸堤及び突堤の新設並びに養浜等

（違法伐採木材の制御システムの実証事業）

の工事に要する経費について地方公共団体に対し

＊アジアモンスーン地域水田かんがい評価調査

て補助を行った。

（FAO 拠出金）

27,049

治山事業費

＊東南アジア伐採実施規範推進事業

29,703

森林の維持造成を通じ、森林の有する山地災害

（FAO 拠出金）

防止、水源かん養等の公益的機能を高度に発揮さ

＊国家森林政策強化事業（世界銀行拠出金） 33,000

せるとともに、環境財としての森林を保全するた

＊途上国農業の多面的機能の現実政策への応用

め、荒廃地、荒廃危険地、荒廃森林等の整備を実

（FAO 拠出金）

施した。

＊持続可能な開発に関する世界サミットフォローアッ

漁港環境整備事業

プ事業（FAO 拠出金）

一般外来者の利用にも配慮した規模の植栽、休

＊水産養殖ガイドライン策定事業

憩所、運動施設等の整備に要する経費につき都道

（FAO 拠出金）

府県、市町村に対して助成した。

＊効率的水利用施策強化調査

オ 生物多様性の保全

124,042
55,030
27,459
9,016

＊東南アジア地域持続的回遊性魚種対象漁業推進事業

生態系保全対策

64,758

農村地域における生態系の保全に配慮した整備

＊節水条件化における水稲栽培技術の開発

37,281

を進めるため、
「生物の生息・生育環境の向上、移

（IRRI 拠出金)

動障害の解消」
（ネットワーク化）を図るための技

＊東南アジア地域環境調和型地域開発支援事業

術を検討した

（SEAFDEC 拠出金）

⑹ 環境政策の基盤となる施策等

89,744

＊大西洋沿岸途上国マグロ漁業統計整備支援事業

ア むらづくり維新森林・山村都市共生事業

33,919

山村の有する森林や自然環境を活かした交流基
盤の整備、都市住民を林業技術者として育成し山

＊環境負荷低減農業技術確立実証事業
水と食と農」
戦略推進事業

59,440
8,011

村に受け入れるための研修施設の整備、資源循環

＊砂漠化防止等環境保全対策調査費

289,660

型社会の創出に向けた自然エネルギー活用施設の

＊地球環境保全対策推進費

整備等を地域のニーズに応じて総合的に推進し、

＊海外農業農村開発技術センター等事業のうち海外技

7,190

都市との共生を図りながら森林の適正な管理、山

術情報提供費

45,756

村の活性化に資する。

農地・土壌侵食防止対策調査費

50,000

＊水資源開発戦略構築調査委託費

63,544

表５ 農林水産業に係る環境保全経費、地球環境保全対策
（単位：千円）

A11地球環境の保全

＊砂漠化防止対策推進体制検討調査委託費

161,967

＊農林水産業技術研究の強化に必要な経費のうち地球

関係予算

131,821,559

＊地球環境対策基本方針策定事業

5,165

＊地球環境民間活動推進事業

2,903

＊アジア地域農林水産関連地球サミット対応支援事業
＊農業環境指標開発特別事業

（国際熱帯木材機関本部事務局設置経費）

性に要する経費
環境にやさしい木材保存処理技術の開発
＊○農林水産試験研究の助成に必要な経費

21,477

農林水産業・食品産業等先端技術開発事業の助成に
20,632

要する経費
環境保全型水産技術の開発

13,620

（OECD 分担金）
＊国際熱帯木材機関（ITTO）拠出金

408,966

農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業の女

18,758

（OECD 拠出金）
＊環境委化学品プロジェクト事業

術の開発
＊○農林水産試験研究の助成に必要な経費

14,651
（OECD 拠出金）
＊農業の多面的機能維持強化事業

温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技

39,253

＊ 農林水産技術研究の強化に必要な経費
地球規模水循環変動が食糧生産に及ぼす影響の評価

21,118

と対策シナリオの策定

101,878

＊森林計画に必要な経費のうち森林資源モニタリング
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調査
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233,125

＊○森林環境保全整備事業(国有林)(※１)48,197,034

＊森林計画に必要な経費のうち森林吸収源データ緊急

＊水産業振興型技術開発事業費のうち先端技術を活用

整備事業

559,509

＊○森林環境保全整備事業

41,539,000

＊森林居住環境整備事業

31,212,000

＊森林計画に必要な経費

した有明ノリ養殖業強化対策研究費

43,762

＊水産業振興型技術開発事業費のうち環境保全型漁場
造成技術の開発

144,140

＊水産業振興型技術開発事業費のうち青色発光ダイオ

森林資源調査データ解析事業

216,511

ード集魚灯によるイカ釣り漁業革命事業費 45,000

＊民間植林協力推進支援事業

83,610

＊機能性肥料高度活用推進事業

＊政府間林業協力推進調査事業

14,693

＊臭化メチル代替技術開発費

＊アジア東部地域森林動態把握システム整備事業
133,849
＊地域住民森林管理実証調査事業

4,135
40,500

＊水産業振興型技術開発事業費のうち漁船漁業地球温
暖化対策導入事業費

26,125

34,173

＊ IPF/IFF 行動提案推進アジア地域国際森林専門家
会合開催

18,226

＊永久凍土地帯温暖化防止森林基礎調査事業 11,654

A12大気環境の保全
＊一般公用車における低公害車導入経費

122,430
99,330

＊一般公用車における低公害車導入経費(※１)23,100

＊途上地域混牧林経営推進確立調査事業

26,518

＊ CDM 植林ベースライン調査事業

43,852

＊ CDM 植林人材育成事業

24,105

水道水源等水質保全対策推進事業

＊ CDM 植林技術指針調査事業

29,244

広域農業基盤整備管理調査費のうち信濃川水系開発

＊黄砂対策植生回復実証調査事業

15,486

調査の地盤沈下分

20,000

地下水調査費のうち保全調査

81,100

＊森林吸収源としての保安林管理情報緊急整備事業
71,894
＊○木造公共施設整備事業

846,619

＊○木質バイオマスエネルギー利用促進事業
＊○地域材利用体制整備事業のうち地域木材産業体制
87,095

保全対策
○農業集落排水事業

201,081
55,963

60,706,625
3,246,000

環境負荷物質の動態解明

木材総合情報整備促進事業

66,500

地盤沈下対策事業

木材産業の構造改革を推進する事業のうち構造改革

＊○木の文化創造普及啓発強化事業

130,340

1,663,084

公害防除特別土地改良事業

52,844

1,608

水質保全対策事業(一般型)

木材の新しい流通・加工システム推進事業 32,776
再編整備事業、構造改革促進調査等事業

80,983,260

農業農村整備推進環境保全技術調査費のうち水環境
農業用水資源環境基礎調査

1,059,000
整備事業

A13水及び土壌・地盤環境の保全

820,000
68,421

水と森林パートナーシップ」
形成推進事業費12,861
○環境対策等高度化施設整備事業費

739,486

漁場環境・水産資源持続型技術開発事業費のうち浅

＊○「顔の見える木材での家づくり」推進事業70,943

海・内湾環境創造総合技術開発事業費

＊○木材産業技術開発促進事業

67,451

漁場環境・水産資源持続型技術開発事業費のうち閉

＊○木材利用革新的技術開発促進事業

31,956

鎖性汽水域における底質・水質改善技術の開発費

○地域材利用促進のための新たな技術開発事業45,491
＊アジア森林パートナーシップ推進支援事業

9,983

輸入木材の輸入先国における森林現況把握事業
6,583
木材産業構造改革事業

1,854,405

木材の新しい流通・加工システムモデル整備事業
1,400,000
＊国民参加の緑づくり活動推進事業
＊青年森林協力隊活動推進事業

368,672
16,646

＊森林吸収源計測・活用体制整備強化事業

502,936

＊森林居住環境整備事業(国有林)(※１)

190,039

16,596

49,644
漁場環境・水産資源持続型技術開発事業費のうち太
陽エネルギーを活用した漁場環境改善システム開発
費
漁場油濁被害対策費

15,000
110,555

漁業公害対策指導費(事務費)

3,717

漁業環境影響調査費(事務費)

1,119

海浜生物生息環境調査費(事務費)

1,010

我が国周辺水域資源調査等推進対策費
油防除・回収資機材整備費(事務費)

2,000,441
8,958

＊○川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり
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事業費(委託費)

280,106

＊○川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり
事業費(補助金)

426,023

＊○川上から川下に至る豊かで多様性のある海づくり
調査費(事務費)
水産資源情報サービス事業費

○資源循環型農業総合支援事業

27,559

○耕畜連携・資源循環総合対策事業推進費

35,000

○牛肉等関税財源生産振興総合対策費補助金、農村振
興対策経費

23,309

○耕種作物活用型飼料増産対策事務費

28,000

4,678,678
205,838

○自給飼料増産総合対策事業

1,161,596

養殖水産物ブランド・ニッポン推進対策事業費のう

○資源リサイクル畜産環境整備事業

5,243,000

ち養殖資機材評価事業費

○有機性資源飼料化施設整備事業

18,406

54,310

養殖水産物ブランド・ニッポン推進対策事業費のう

○経営構造対策事業

450,000

ち養殖漁場環境保全推進事業費

○資源循環型地域農業への転換支援

281,587

漁場環境保全創造事業

77,869
2838,000

漁港水域環境保全対策事業

295,000

○バイオマス利活用フロンティア推進事業 1,389,000
○農村資源リサイクル環境整備検討調査

生物多様性に配慮したアマモ場造成技術開発調査事

○農地還元資源利活用事業

業費

○バイオマス利活用高度化実証事業

○漁業集落排水施設整備事業

90,000
6,576,000

○農林水産バイオリサイクル研究

72,900
81,600
100,000
1,259,743

緊急磯焼け対策モデル事業費(委託費)

20,000

○有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発 10,475

緊急磯焼け対策モデル事業費(補助金)

130,000

○環境低付加型新機能性木質系材料などの開発12,312

土壌有害物質リスク管理対策推進事業費

100,000

○先端技術を活用した水産資源循環型利用技術の開発

土壌有害物質リスク管理対策推進事業費

17,878

総合食料対策地方公共団体事業推進費補助金
126,770
貝毒安全対策事業費(委託費)

6,213

漁場環境保全対策費(事務費)

100

養殖衛生対策センター事業

96,419

衛生管理体制事業

69,980

魚類防疫技術対策事業

36,000

A14廃棄物・リサイクル対策

19,180,345

＊○バイオマス・ニッポン総合戦略推進事業 113,516
○農林漁業資源（バイオマス）及び環境に関する総合
分析調査費

133,857

○木質資源循環利用技術開発事業

127,786

○水産業振興型技術開発事業費のうち廃 FRP 漁船高
度利用技術開発事業費
の資源化技術開発事業費

31,474

○食品循環資源の再生利用等実態調査費

13,274

○総合食料対策事業指導事務等に必要な経費 10,952
○総合食料対策事業指導事務等に必要な経費 13,291
○総合食料対策事業指導事務等に必要な経費

○漁船リサイクル等開発促進事業費

6,814

○水産系副産物活用推進モデル事業

300,000

○循環型漁業集落環境整備事業

192,000

○増養殖機能等実施調査事業費のうち貝殻を活用した
増養殖場造成実証調査

6,750
14,496

A15化学物質対策

1,100,000
800,000

○家庭用廃食用油効率的リサイクルシステム等構築事
業
○外食産業店舗残渣高度利用推進事業
○資源循環型農業総合支援事業費

75,000
251,103

技術の開発

1,004,952

○農業生産総合対策新技術実用化等促進事業費 3,000

449,602

＊漁場環境の化学物質リスク対策推進 事業費（事業
費）

257,579

＊漁場環境の化学物質リスク対策推進費（事務費）
38,805
木材製品化学物質放射性能調査事業
埋設農薬最終処理事業費

24,865
400,000

有害物質リスク管理等委託事業(農産物生産段階)

10,478
8,886

1,574,384

農林水産生態系における有害化学物質の 総合管理

○バイオマス生活創造構想事業に必要な経費 24,000
○バイオマス生活創造構想整備事業

31,836

25,946

○食品ロス統計調査費

○農村振興対策に必要な経費

50,561

○水産業振興型技術開発事業費のうち水産バイオマス

○流通飼料対策事業

農業農村地域資源・環境総合調査費

○食料流通対策に必要な経費

○木材産業の構造改革を推進する事業

130,000
農薬安全使用等総合推進事業
農薬的資材リスク情報収集事業
魚貝類の規制有害物質対策事業(事業費)

99,074
158,000
4,965
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漁場環境保全対策費(事務費)
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養魚用飼料の安全性向上対策事業

19,400

動物用医薬品など安全性評価基準開発費

21,061

検疫病害虫侵入リスク管理対策事業費

149,482

精密航空防除散布システム開発等推進費

17,034

農薬飛散影響防止対策事業費

33,000

安心志向型防除指針普及推進事業費

11,666

植物検疫重要病害虫侵入・再発防止対策事業費

海岸環境整備事業

331,000

＊遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総
合研究

365,796

みんなで考えるバイテク」推進事業

85,326

生物多様性影響評価推進経費

15,084

＊野生鳥獣による農林業被害軽減のための農林生態系
管理技術の開発

99,856

＊流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生

23,749
植物防疫所の施設整備に必要な経費(高精度検定温
室等整備工事)
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185,484

型管理技術の開発

219,946

＊○水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の開発21,363
地域基幹農業技術体系化促進研究費
(環境保全型農業)

A16 自然環境の保全と自然とのふれあいの推進

森林整備地域活動支援交付金

166,332,561
＊地球関係対応農業指針策定事業

12,376

838

7,294,871

林業生産流通総合対策に必要な経費のうち流域森
林・林業活性化促進対策事業

71,910

＊生物資源保護・利用推進対策事業

3,810

森林計画に必要な経費

＊農山漁村地域環境保全対策事業

7,393

森林 GIS 等整備推進

環境保全型有機質資源施用基準設定事務費

2,208

森林計画に必要な経費

農産物等総合調査委託費

2,000

森林計画策定等事業のうち森林計画調査及び計画策

有機栽培等ブランド化推進事業

41,890

＊特定希少植物保存推進事業

3,977

草地畜産活性化環境整備事業

159,000

グリーン・ツーリズム総合戦略推進事業

39,984

グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業92,125
農村振興対策地方公共団体事業推進補助金
グリーン・ツーリズムビジネス育成事業

定事業

94,433

＊林業生産流通総合対策に必要な経費
共生林の多様な利用活動推進事業
＊水源林造成事業

5,558
29,321,000

＊特定中山間保全整備事業

140,000

森林整備促進事業分収林整備高度化事業費 20,234
26,595

農村振興対策民間団体事業推進補助金
グリーン・ツーリズムビジネス育成事業

500,015

森林整備促進事業花粉症特別対策事業費
＊保安林整備管理事業

80,000

73,696
829,998

＊治山事業費 保安林整備(※１)

10,691,000

モデル地域整備事業費のうち地域連携システム整備

＊治山事業費 水源地域整備(※１)

14,610,000

事業

＊治山事業費 直轄治山事業(※１)

6,536,108

79,494

モデル地域整備事業費のうちやすらぎ空間整備事業
多面的機能維持増進調査費

＊治山事業費 山地治山(※１)
＊治山事業費 防災林造成(※１)

120,000

＊治山事業費 国有林野内補助治山(※１)

農業農村整備推進環境保全技術調査費のうち生態系

＊治山事業費 水土保全治山(※１)

保全対策

＊治山事業費 共生保安林整備(※１)

生きもの環境水路評価事業

47,642,495

615,459

48,600
6,840

環境に配慮する技術・工法確立のための実証調査
61,000

森林保全管理推進対策事業
森林病害虫等防除事業

1,872,500
47,600

12,224,000
7,376,000
36,161
2,508,371

（森林病害虫等防除に必要な経費）

環境調査手法検討調査

30,000

モデル森林における持続可能な森林経営の確立

自然共生・環境創造支援調査

30,000

(※１)

農村環境計画策定費補助
グラウンドワーク推進支援事業

221,819
39,000

森林保全管理事業(国有林)(※１)
国有林森林計画(※１)

3,520
628,814
3,279

中山間地域総合整備事業のうち生態系保全施設整備

国有林野における森林環境保全利用対策のうち森林

事業

環境保全経費

田園自然環境保全・再生支援事業
里地棚田保全整備事業

649,500
100,305
1,795,263

＊地球環境保全森林管理強化対策
分収育林事業(※１)

1,393,567
4,268,796
337,413
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森林空間総合利用の推進(※１)

170,957

＊遠洋海域生物資源調査費(事務費)

3,015

海産哺乳類混獲等管理促進事業費

22,881

遠洋漁業管理調査費

258,000

＊責任あるまぐろ漁業実践推進事業費

33,948

鯨資源調査対策推進費

83,991

二枚貝類資源回復推進費(事務費)

4,428

サメ・海鳥の保全管理プログラム作成調査費(事務
費)

608

国際資源調査等推進対策費(委託費)

1,269,266

国際資源調査等推進対策費(事務費)

875,062

海洋生物混獲防止対策調査費(事務費)
野生水産生物多様性保全対策費(事務費)
内水面域振興活動推進費

食品流通等対策に必要な経費

9,527

畜産環境対策事務費

4,549

計画技術指針作成調査費のうち環境影響評価指針調
査

18,012

＊森林・林業基本対策推進事業
林業生産流通総合対策に必要な経費
森林環境教育活動の条件整備促進事業
教育のもり整備事業
森の体験交流活動推進事業

297

○間伐等森林整備促進対策事業費

161,901
健全な内水面生態系復元等推進事業費(補助金)
171,000
水産資源増殖ブランド・ニッポン推進対策事業費
72,322

237,600

林業生産流通総合対策に必要な経費
＊緑資源幹線林道事業のうち環境影響評価

健全な内水面生態系復元等推進事業費(委託費)

22,138

＊林業生産流通総合対策に必要な経費

559
2,490

21,032

8,104
49,054
1,025,162

○むらづくり維新森林・山村・都市共生事業 754,200
○間伐総合対策推進事業費
木の香る環境整備促進事業

46,418

学校林整備・活用推進事業

57,156

○森林環境保全先端技術導入機械開発事業
花粉抑制メカニズム解析調査事業

83,118
39,624

＊○多面的機能高度発揮総合利用システム開発事業

自然調和・活用型漁港漁場づくり推進事業

41,500

3,810,000
漁港利用調整事業

491,000

緑地・広場施設整備

518,000

我が国200海里内の指導監督及び取締費

8,613,806

（取締関係費）
資源管理体制・機能強化総合対策事業(補助金)

漁港環境整備事業

1,573,000

651,000

海岸環境整備事業

1,882,000

資源管理体制・機能強化総合対策費(事務費)16,423

都市漁村交流促進事業費

69,331

漁港漁村活性化支援事業費

99,542

326,000

増養殖機能等実証調査事業費のうち資源回復に適し

有明海等環境情報・研究ネットワーク総合推進事業

た水域環境調査

費

特殊肥料表示問題検討会事務費

31,440
3,190

遺伝子組換え農作物等環境リスク管理対策事務費
4,997

資源管理体制・機能強化総合対策費(委託費)

48,437

＊漁場環境・水産資源持続的利用型技術開発事業費の
うち遺伝子組換え魚介類評価技術開発事業費48,816
衛星画像解析による藻場等の分布把握のための技術

遺伝子組替え農作物等環境リスク管理対策費33,926

開発調査事業費

病害虫管理体制整備事業費

有機食品認定・普及促進事業

134,071

病害虫防除農薬環境リスク低減技術確立事業費

166,847
14,100

特別栽培農産物新表示ガイドライン消費者普及事業

102,228

3,745

農林水産航空技術安全・効率化対策推進事業費
21,185
遺伝子組換え農作物等環境リスク管理対策事業費
488,740

注１）Ａ11〜Ａ17の各区分は以下のとおりである。
Ａ11 地球環境の保全等
Ａ12 大気環境の保全
Ａ13 水及び土壌・地盤環境の保全

A17環境政策の基盤となる施策等
環境保全対策連絡調整費
環境影響評価連絡調整推進費
農林水産本省一般行政に必要な経費

12,321,154

Ａ14 廃棄物・リサイクル対策

2,458

Ａ15 化学物質対策

2,138

Ａ16 自然環境の保全と自然とのふれあいの促

10,190

進
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Ａ17 環境施策の基盤となる施策等
注２）＊は、地球環境保全関係予算である。
注３）○は、循環型関係予算である。
注４）※１は、国有林野事業特別会計である。
注５）※２は、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
である。
注６）予算額は、当初予算額である。
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