
第10章 地 方 農 政 局

第１節 地方農政局の強化

１ 機構及び定員

地方農政局は、生産・消費の現場により近いところ

で、それぞれの地域の実情に即した施策を実施する総

合的な地方支分部局として、食料・農業・農村基本法

の理念の実現に向けた農政の推進に取り組んでいる。

円滑な農政の推進を図るため、地方農政局における

機構及び定員についても、新たな行政需要に対応する

部門や緊急性の高い部門に重点を置いた整備を行っ

た。

組織関係では、循環型社会の構築に向けた取組支援、

リスク管理業務等のより的確な実施、国産農産物の輸

出促進に向けた産地振興、農村の振興施策の円滑な推

進等を行うための体制を整備した（表１）。

定員については、平成16年度末において地方農政局

全体で17,894人であったが、「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

づき、518人（本局10人、地方農政事務所関係373人、

国営土地改良事業特別会計34人、地方統計101人）を削

減し、振替減等の結果と合わせ、平成17年度末定員は

17,362人となった。（表２）

なお、国営土地改良事業所等については、事業の着

手に伴い、平成17年度から４事業所が新設されたとと

もに、事業の完了に伴って、平成17年度末までに７事

業所等が廃止されたところである。（表３）

２ 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13年４月13日農林水産省告示第

536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。

地方農政局長に交付事務を委譲した補助金等の額

（一般会計）は、平成17年度においては6,239億円であ

り、これを本省各局別に見ると表４のとおりである。
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表１ 地方農政局（本局）の組織図



表２ 定 員 関 係

組 織 等 13.１.５ 12年度末 13年度末 14年度末 15年度末 16年度末 17年度末

地 方 農 政 局（本 局） 2,874人 2,870人 2,858人 2,849人 4,233人 4,222人 4,173人

地 方 農 政 事 務 所 6,434人 6,079人 5,803人

統計情報事務所・出張所 4,693人 4,691人 4,640人 4,578人

統 計 ・ 情 報 セ ン タ ー 4,506人 4,448人 4,283人

海 岸 事 業 45人 45人 43人 38人 38人 38人 38人

地 す べ り 対 策 事 業 81人 81人 77人 76人 76人 76人 68人

国営土地改良事業特別会計 3,119人 3,117人 3,093人 3,077人 3,056人 3,031人 2,997人

地 方 農 政 局 計 10,812人 10,804人 10,711人 10,618人 18,343人 17,894人 17,362人

※組織再編（H15.７.１）により、平成15年度から地方農政事務所及び統計・情報センター（旧統計情報事務所・出張所）

を設置。

表３ 平成17年度に新設または廃止した事業（事務）所

地方農政局 新設事業（事務）所 廃止事業（事務）所

東北 迫川上流農業水利事業所

寒河江川下流農業水利事業所

関東 中信平二期農業水利事業所 長野西部農地保全事業所

安曇野農業水利事業所

北陸 上越農地保全事業所

日野川用水農業水利事業所

近畿 新愛知川農業水利事業所

中国四国 斐伊川沿岸農業水利事業所

九州 西諸農業水利事業所

尾鈴農業水利事業所

表４ 平成17年度地方農政局委譲補助金実績表 (単位：千円)

平成17年度農業関係補助金等の額
左のうち、地方農政局へ交付
事務を委譲した補助金等の額

非 公 共 公 共 計 非 公 共 公 共 計
⎩―――――― ―――⎨―― ―――――――⎧⎩―――――――――⎨―――――――――⎧

総合食料局 16,889,263 16,889,263 6,195,296 6,195,296

消費・安全局 390,557 90,000 480,557 321,280 27,363 348,643

生 産 局 273,388,813 17,919,925 291,308,738 151,091,629 8,975,959 160,067,588

経 営 局 249,938,834 249,938,834 36,484,884 36,484,884 36,484,884

農村振興局 121,715,695 616,460,273 738,175,968 110,343,599 513,572,722 623,916,321

計 662,323,162 634,470,198 1,296,793,360 304,436,688 522,576,044 827,012,732

第２節 地 方 農 政 局

１ 東 北 農 政 局

⑴ 地域経済及び農業経営の概要

ア 地域経済

平成17年の東北経済を主要経済指標でみると、大

型小売店販売額は引き続き前年を下回った。また、

乗用車販売は軽乗用車が前年を上回ったが、普通・

小型乗用車が落ち込み全体としては前年を下回って

いる。しかし、マイナス幅が縮小するなど個人消費

に持ち直しの兆しがみられた。鉱工業生産は、主力

産業である電子部品・デバイス工業で車載向けやデ

ジタル家電向けの高度部材が好調であったことなど

から、全体として上昇傾向で推移した。しかし、比

較的ウェイトの高い情報通信機械工業で量産品の海

外生産移管などが進んだ影響で、鉱工業生産指数（原

指数）は、年間では102.2％（前年比▲0.5％）と３

年ぶりに低下した。出荷指数も100.9％（前年比▲0.4

％）と３年ぶりに低下した。

イ 個別経営の営農類型別経営統計（水田作経営）

東北の平成17年水田作経営の農家１戸当たりの農

業粗収益は246万円で、前年に比べて5.5％増加した。

これは、稲作収入の大半を占める水稲が前年潮風害

による被害を受け作柄が低下したことから、171万円
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と7.0％稲作収入が増加したためである。

このことから、農業所得は67万円となり、前年に

比べて11.6％増加した。

また、農外所得は、253万円でほぼ前年並み、年金

等の収入は、156万円で1.6％増加した。この結果、

これら農業所得、農外所得、年金等の収入に農業生

産関連事業所得を加えた総所得は、農業所得が増加

したことから477万円で、前年に比べて2.2％増加し

た。

水田作作付延べ面積規模別の農業粗収益及び農業

所得をみると、経営規模が拡大することに伴ってと

もに増加し、農業所得は15 以上では1,054万円とな

っている。

⑵ 農業生産の動向

ア 水 稲

平成17年産水稲の作付面積（子実用）は、米の生

産目標数量が増加した地域があったことや、単収の

低下を伴う有機栽培等の取組の推進が図られている

こと等から、前年産に比べ3,200 増加し44万2,900

（前年比101％）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。

出穂期最盛期は、７月末以降高温・多照で経過し

たが、５月の低温・少照の影響により、平年に比べ

て１日遅い８月８日となった。穂数は、初期分げつ

が緩慢であったこと等から平年に比べてやや少な

く、１穂当たりもみ数は平年に比べてやや多くなっ

たため、全もみ数は平年並みとなった。登熟は、出

穂期以降おおむね天候に恵まれたため、平年並みと

なった。刈取最盛期は、平年並みの10月２日となっ

た。

以上のことから、10 当たり収量は563㎏（作況指

数101）となり、収穫量は、249万５千 （前年比104

％）となった。

品質については、充実不足、心白（乳白）・腹白粒

及び斑点米カメムシ類による着色粒の混入等が見ら

れたが、１等米比率（水稲うるち、平成18年２月末

現在）は前年を１ポイント上回り84％となった。

被害については、５月の低温・少照により初期分

げつが抑制されたが、いもち病の発生等が少なかっ

たことから、平年を下回った。

イ 麦

平成17年産麦（４麦計）の作付面積は、大豆等へ

の作付転換等により、前年産に比べ500 減少し１万

300 （前年比95％）となった。麦種別にみると、小

麦は前年産に比べ180 、六条大麦は前年産に比べ

330 それぞれ減少した。

作柄は、小麦がは種の遅れや融雪水による湿害の

発生、更に収穫期の降雨による穂発芽の発生があっ

たことから10 当たり収量は152㎏（平均収量比64）、

六条大麦が収量水準の低い地域の作付けが減少した

ことなどから、10 当たり収量は315㎏（平均収量比

116）となった。収穫量は、小麦が１万3,400 （前

年比70％）、六条大麦が4,570 （同90％）となった。

１等麦比率（平成18年４月末現在）は、小麦が39.1

％（前年比28.8ポイント減）、六条大麦が10.7％（同

3.7ポイント増）となっている。

ウ 大 豆

平成17年産大豆の作付面積は、水稲への作付転換

等により、前年産に比べ2,600 減少し３万4,300

（前年比93％）となり、全国に占める割合はおよそ

26％となった。

作柄は、生育期間を通じておおむね天候に恵まれ、

着さや数、登熟が前年産を上回ったため、10 当た

り収量は148㎏（前年比133％）となり、収穫量は５

万900t（前年比124％）となった。

なお、11月の降雨や12月上旬以降の降雪により一

部で収穫のできないほ場が見られた。

品質は、１等大豆比率（平成18年３月末現在）は

14.2％（前年比5.1ポイント増）、２等大豆比率は48.8

％（同13.0ポイント増）となった。

エ 野 菜

平成17年産指定野菜（14品目）の作付面積は、労

働力事情による規模縮小等があったことから、前年

産を700 下回る３万6,500 （前年比98％）となっ

た。

指定野菜の収穫量は、作付面積が減少したものの、

葉茎菜類を中心に生育がおおむね順調であったこと

から97万2,800 （前年比100％）となり、出荷量は

62万5,400 （前年比100％）となった。

生育は、全般的に天候に恵まれ、おおむね順調で

あった。

仙台市中央卸売市場における指定野菜の平均価格

は、全般的に天候に恵まれたため、キャベツ、にん

じん等で入荷量が前年を上回り、総体的に増加した

ため、安価傾向で推移した。ピーマン、たまねぎが

前年より上昇したものの、ほうれんそう、レタス、

ねぎ等が前年より価格が低下したことにより、前年

比89.7％の140円/㎏となった。

オ 果 樹

平成17年産りんごの結果樹面積は、労働力事情に

よる廃園等から、前年産を300 下回る３万400（前
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年比99％）となった。収穫量は、60万1,100 、出荷

量は53万4,100 で、台風の影響で作柄の悪かった前

年産に比べてそれぞれ１万9,200 （３％）、１万

6,900 （３％）増加した。

日本なし（主産県）の結果樹面積は1,710 、収穫

量、出荷量は３万6,700 、３万3,400 となった。

ぶどう（主産県）の結果樹面積は3,100 、収穫量、

出荷量は３万6,800 、３万2,600 となった。

おうとう（主産県）の結果樹面積は3,070 、収穫

量、出荷量は１万4,600 、１万2,800 となった。

仙台市中央卸売市場における主要果実の総入荷量

は前年を上回ったが、平均卸売価格は、みかん、か

き等で入荷量の増加等により259円で前年に比べ８

％低下した。

カ 花 き

平成17年産花きの主産県の動向をみると、切り花

類が1,811 、鉢もの類89 、花壇用苗もの類が111

であった。

キ 畜 産

平成18年２月１日現在の飼養戸数は、乳用牛で

4,270戸（前年比4.0％減）、肉用牛で２万4,000戸（同

5.9％減）となった。豚で1,210戸（前回比16.6％減）

採卵鶏で285戸（前回比9.8％減）。飼養頭羽数は、乳

用牛で14万4,500頭（前年比1.4％減）、肉用牛で39万

3,400頭（同1.0％減）となり、豚で159万4,000頭（前

回比4.4％減）、成鶏めすで1,880万8,000羽（前年比

5.6％増）となった。また、１戸当たり飼養頭羽数は、

乳用牛で33.8頭、肉用牛で16.4頭となり、前年に比

べそれぞれ0.9頭、0.8頭増加した。豚で1,317.4頭、

成鶏めすで６万6,000羽で前回に比べそれぞれ167.1

頭、9,600羽増加した。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 食料自給率向上に向けた取組

新たな食料・農業・農村基本計画での食料自給率

目標設定を受け、東北農政局、東北の６県、６県 JA

中央会、農業者団体、食品関連団体、消費者団体、

経済団体の35の団体が連携の下「東北地域食料自給

率向上協議会」を設置し、６月27日及び２月17日に

協議会を開催した。２月の協議会では「協議会アピ

ール」を採択し、３月２日に開催した「東北地域食

料自給率向上シンポジウム2006」において読み上げ

た。

東北６県の県庁所在地においては「食料自給率の

向上を目指して―地場産を食す―」をテーマに、

「食・農タウンミーティング」を開催し、消費者等

の参加者に対して情報提供や意見交換を行った。ま

た、農政局長等がほぼ全市町村の関係団体に対して

個別説明を行う「食料自給率向上キャラバン」を

1,043件実施した。

また、新たに作成した標語「食料自給率 高めて

安心 我が家の食卓」やロゴマークを用い、広報誌

特集号、ポスター、パンフレット等を作成・配布す

るとともに、ホームページ、メールマガジンにより

最新情報等を発信する等、自給率向上への積極的な

PR活動に努めてきた。

イ 農林水産物・食品等の輸出促進

東北管内における輸出促進の機運の盛り上がりを

受けて、17年９月６日に、県、関係団体、関係省地

方機関等45会員による「東北地域農林水産物等輸出

促進協議会」を設立し、設立総会において輸出に関

する情報の収集及び共有化やシンポジウム等の開催

による普及啓発活動などを行う17年度の行動計画を

決定し、輸出促進の取組を行った。

協議会の活動のひとつとして、18年１月30日に

「『米』の輸出促進シンポジウム in東北」を開催し、

米と日本酒の輸出の先進的・試行的な取組を行って

いる方々の講演や情報提供をいただくとともに、関

心のある農業者・団体・企業等の参集を得て、これ

からの輸出戦略や今後の課題等について意見交換を

行った。

また、３月15日には、東北地域でも積極的な輸出

の取組が見られる「果物」をテーマとして「農林水

産物等輸出促進ワークショップ」を開催し、今後の

輸出拡大が期待されている輸出相手国「タイ」での

販売状況等についての講演と、タイ向け果物等輸出

に係るワークショップ形式の意見交換を行い、輸出

拡大及び新規取組に向けた具体的な検討を行った。

ウ リスクコミュニケーションの推進

東北地域における食品安全行政を円滑かつ効果的

に推進していくための意見交換の場として、消費者

団体、生産者団体、食品産業事業者等をもって構成

する「食の安全・安心推進連絡会議」を管内全ての

地域課に設置し、食の安全・安心情報の受発信体制

の充実を図った。

また、東北厚生局等他機関と連携し、管内各県に

おいて同一テーマによる小規模なリスクコミュニケ

ーションを実施する等食の安全等に関する情報提供

等を実施した。

エ 食育の推進

東北農政局では、地域における食育を推進するた

め、定期的に東北地域食育推進協議会を開催した。

食育推進協議会では、食育の推進方策の検討や食
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育に関する情報の交換を行ったほか、協議会設置以

来検討を続けてきた「東北地域食育推進基本方針」

を17年11月９日に公表した。

また、特に義務教育期間の児童生徒に対する食育

の重要性にかんがみ、協議会の下に義務教育部会を

設置し、具体的な推進方策について検討を行った。

このほか、管内の各地方農政事務所においても、

定期的に各県食育推進協議会を開催した。

東北農政局では、食の重要性を消費者等一般市民

に考えてもらうために、「食育リレートーク in東北」

を４回シリーズで開催し、各回ごとに食育の専門家

を招いて、シンポジウムを開催した。

さらに、18年２月には、「東北地域食育フォーラム」

を開催し、基調講演のほか、地域で食育を推進して

いる栄養士、レストラン経営者、農業経営者等をパ

ネリストとしてパネルディスカッションを行った。

このほか、各地域で取り組まれている食育活動に

対し、その取組を一層推進するために食育活動表彰

を行った。17年度は、食生活改善、教育、食品産業、

農林漁業の４分野から選考。44団体等の応募に対し、

東北農政局長賞を３団体に、東北農政局長食育奨励

賞を７団体等に授与した。

オ 食品トレーサビリティ・システム

農林水産省では、15年度からすべての食品（牛肉

以外）を対象に、各食品の特性を踏まえたトレーサ

ビリティ・システム導入のために必要なデータベー

スの構築、情報関連機器や分析機器の整備等に対す

る支援を実施している。

東北管内では、17年度は10地区で米、野菜、果物、

豚肉、鶏肉、魚介類等の品目について支援を実施し、

システム導入の促進が図られた。

また、消費者、生産者、食品事業者等のトレーサ

ビリティ・システムに対する理解の促進を図るため、

17年11月に食品トレーサビリティ地域セミナーを開

催した。

カ 食品表示

食品表示については、生鮮及び加工食品のモニタ

リング調査や JAS制度の普及・啓発を行い、表示の

適正化に努めているところであるが、特に、消費者

などからの情報提供等を受け、立入検査等を実施し、

産地等の偽装表示を行っていた２業者（製麵業者、

精米の販売業者）に対し、農林水産大臣又は県知事

から JAS法に基づき改善指示を行ったほか、有機農

産物に関し不適切な格付け等を行った行程管理者に

対し調査を実施し、１事業者に改善命令を行った。

なお、認定の取消を行うことが妥当と判定された

２事業者に関しては、格付の事業を廃止した旨の届

け出があったことから、聴聞を中止している。

JAS制度の普及・啓発については、消費者団体、

生産者団体等に幅広く呼びかけ、平成17年９月に食

品表示ミニフォーラム、同年11月に食品表示地域フ

ォーラムを開催したほか、外部機関等からの JAS制

度説明の要請に応えるため講師派遣（260回）等を行

った。

また、食品表示110番による食品表示制度に関する

問い合わせや情報提供等（2,311件）に対応するとと

もに、食品表示ウオッチャー（508名を設置）を活用

した監視体制の強化にも取り組んだ。

キ 農薬の適正使用について

（マイナー作物に係る農薬取締法上の経過措置の

取扱い）

農薬取締法の規制強化により、登録のある農薬数

が少なく、使用可能な農薬が限定されている地域特

産農作物（以下「マイナー作物」という。）は、その

生産に支障が生じる恐れが出てきたため、マイナー

作物の生産上必要な農薬について、経過措置として

平成15年３月から当分の間、農林水産大臣の承認に

より使用が認められることとされた。この間、都道

府県を中心に当該農薬の試験データの作成など、経

過措置期間中の登録に向けた取組が行われ、農林水

産省としてもこれら試験等への助成を行ってきたと

ころである。

その後、本経過措置については、17年３月末日を

もって大臣承認を取り消す一方、緊急性・必要性が

高い作物で、気象要因等により登録に必要なデータ

作成ができなかったもの等について、経過措置を延

長する方針が示され、全国で2,963件、管内では337

件が延長された。

東北農政局では、他農政局等と協力して「平成16

年度農薬行政に関する東日本ブロック都道府県等担

当者会議」、及び「平成17年度北海道・東北地区植物

防疫協議会」を開催し、各県が行う試験が円滑かつ

効率的に実施できるよう調整、情報の共有を図った。

18年３月、この経過措置については、７月末日を

もって終了することが示され、経過措置を延長して

いた農薬の約９割以上については、農薬登録による

使用が見込めることとなり、残りの未登録分につい

ても、ほとんどが代替剤や耕種的防除等で対応可能

となった。

経過措置終了後の対応については、生産者団体、

農薬製造者、行政等による「マイナ－作物等農薬登

録推進協議会」を設置し、引き続きマイナー作物等

― ―279第10章 地 方 農 政 局



に対する農薬登録の推進を支援することとしてい

る。

ク 高病原性鳥インフルエンザについて

平成16年１月に山口県で我が国では79年振りとな

る高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された。

万が一管内において発生が確認された場合に備え、

東北農政局内はもとより関係機関との連絡体制を再

確認し、17年４月には連絡体制を含めた「東北農政

局高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル」を策

定した。

また、高病原性鳥インフルエンザに対する正しい

知識の共有を図るため、16年12月に東北６県の養鶏

協会などの生産者団体をはじめ、消費者団体、流通・

販売関係者、各県担当者による意見交換会を開催し

た。

さらに、17年にはより消費者の視点にたった食品

安全行政を推進するため、一般消費者を対象とした

意見交換会を各県単位で開催した。

その他、東北管内で発生した場合の防疫作業支援

要員として東北農政局派遣人員の登録の更新を行

い、17年10月１日現在1,625名が登録された。

ケ 牛トレーサビリティ制度について

平成15年12月１日から施行された「牛の個体識別

のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」

に基づき、16年３月以降、牛の管理者（管内約３万

４千人）から再届出（法施行時に生存する牛）があ

ったデータについて、（独）家畜改良センターのデー

タベースへの入力を行い、16年５月末までに登録を

終了した。

また、同法に基づく立入検査等については、耳標

の装着や各種届出状況について確認・指導を行った

ほか、正確な牛個体情報の整備のため、各種届出エ

ラーの解消を行った。

16年12月１日から施行された流通段階の制度につ

いては、法施行前に、法律の対象業者（管内約５千

店舗）に対して、リーフレットや冊子を活用し、説

明会及び戸別訪問等により制度の周知を図った。法

施行後は、巡回点検を行い個体識別番号の表示・記

録の遵守事項について、さらなる制度の周知・徹底

を図り、17年度より、立入検査による遵守事項の違

反に対する監視・指導を行った。

さらに、個体識別番号が適正に伝達されているか

どうかを科学的に確認するため、DNA鑑定用サン

プル採取を採取計画に基づき行った。

コ 米政策改革及び担い手育成・確保の一体的推進

平成16年度からスタートした米政策改革は２年目

を迎え、東北農政局管内232市町村において329の地

域水田農業推進協議会が設置され、地域水田農業ビ

ジョンの実現に向けて、関連対策を含め各種取組を

実施した。東北農政局においてはこれを支援するた

め、東北農政局米政策改革総合推進本部を平成16年

４月に設置し、米政策改革の趣旨等を関係者はじめ

生産現場に浸透させ、地域水田農業ビジョンの実現、

農業者・農業者団体による自主的・主体的な需給調

整の取組の促進、今後の担い手の育成・確保等につ

いて一体的に推進活動を実施した。

平成17年２月には、これまでの推進本部を、東北

農政局米政策改革等総合推進本部と改め、東北にお

ける担い手の育成・確保の取組を強化するため「地

域で考える担い手創世プロジェクトチーム」を設置

することにより各県と連携した活動体制を整備し各

支援活動を実施した。

17年３月に策定された食料・農業・農村基本計画

（以下、「新たな基本計画」という。）を踏まえ、東

北農政局米政策改革等総合推進本部が16年度から実

施している米政策改革及び担い手の育成・確保の推

進と新たな基本計画の周知徹底を関係部、課等が連

携して取り組んだ。

具体的には、JAの取組状況を分析の上、米政策改

革、担い手の育成・確保、新たな基本計画について

農政局・農政事務所の地域課等を単位とした説明会

や意見交換、重点市町村の首長への個別説明を中心

に重点的な現地アドバイザリー活動を延べ781回実

施した。

さらに、17年10月末に決定された経営所得安定対

策等大綱に示されている、品目横断的経営安定対策、

米政策改革推進対策及び、農地・水・環境保全向上

対策についての内容の周知・説明と併せ、全ての地

域協議会に参画し、担い手の育成・確保の加速化、

地域水田農業ビジョンの見直し、19年産からの移行

を目指す新たな需給調整システムに対する取組への

指導・助言を行うとともに、18年２月から管内に11

のモデル協議会を選定し、19年産からの新たな需給

調整システムに移行するための条件整備等について

具体的な検討を行っている。

加えて、16年度に設置した米政策改革相談窓口を

継続し、引き続き、米政策はもとより農政全般にわ

たり、農業者等の相談に対応した（相談件数6,434

件）。

また、17年産の全国の作況指数が101となったこと

から、集荷円滑化対策（豊作による過剰米の区分出

荷）が発動され、東北管内では、秋田（作況指数100)
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を除く５県で発動された。豊作による過剰米の確実

な区分出荷に努め、需給（価格）の安定を図った。

サ 都市と農山漁村の共生・対流の推進

都市と農山漁村の共生・対流の浸透に向け、管内

の優良事例を掲載するなど局ホームページを充実さ

せるとともに、関係機関との連絡協議会を設置し、

その取組の一環として「共生・対流シンポジウム」

を開催した。

また、元気な地域づくり交付金等により、受入側

である農山漁村における体制の確立や施設整備等、

各地域での取組に対し支援を行った。

シ バイオマス・ニッポン総合戦略の推進

バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、関係省

庁等が連携して連絡調整等を行う東北地域バイオマ

ス利活用推進連絡会議（東北農政局が事務局）では、

年２回の連絡会議を開催するとともに、10月にバイ

オマスシンポジウムを開催し、市民、行政にバイオ

マスの利活用について普及、啓発を行った。

また、各県等の要請に応じてセミナー等への講師

派遣、資料提供やバイオマスタウン構想やタウンの

実現に取り組む市町村等に情報提供やアドバイスを

行った。

平成16年度から取り組んでいるバイオマスタウン

構想については、管内の12地域で策定・公表された。

また、平成18年２月、東北地域における農林水産

業のバイオマス利活用の優良な取組について、表彰

を行った。

さらに、バイオマスタウン構想の策定やバイオマ

スの変換・利用施設の整備を支援するバイオマスの

環づくり交付金によるバイオマスタウンの構築を支

援した。

ス 農業農村整備事業におけるコスト縮減の取組

公共工事のコスト縮減の取組として、平成12年度

に策定した「農業農村整備事業等の新コスト縮減計

画」に加え、平成15年度からは、事業の全てのプロ

セスをコストの観点から見直す「農業農村整備事業

等コスト構造改革プログラム」に取組んでいるとこ

ろであり、平成19年度までに総合コスト縮減率で15

％（平成14年度比）を達成することを目標としてい

る。

東北農政局における平成17年度の実績は、総合コ

スト縮減率で13.3％となっている。

⑷ 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、農協関

係者との意見交換会を開催した。また、東北各県で東

北農政局長と地域農業関係者と膝を交えながら、「地域

における担い手の育成・確保に向けた取組と課題」等

について現地座談会を開催した。

平成17年度の４省５局による東北地域づくり連絡会

議は「観光・交流による地域づくり」をテーマに開催

したほか、経済・産業の活性化策を講じるため、東北

経済産業局及び東北地方整備局の各企画担当部長と東

北農政局の次長による地域づくり連携研究会を開催し

た。

また、研究者、行政機関及び農業者等幅広く研究・

実践交流を行う地方独自の学会として設立された東北

農業経済学会の主催する第41回宮城県大会が「東北農

業の構造変動と構造改革」をテーマに開催され、東北

農政局も一部運営に参画するなど業種を超えた連携強

化に取り組んでいる。

また、行政と研究の連絡を密にするための「東北地

域行政・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」を東北農政局、東北農業研究セ

ンター、仙台管区気象台及び各県の関係機関の参画の

もとに開催した。

⑸ 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、多様な広報活動を行った。

隔月発行の広報誌「土と水と、人間と」や東北の農

業・農村の現状等を図表等で紹介した「東北農業のす

がた」を作成し、各自治体、農業関係団体、消費者等

へ広く配布したほか、民放ラジオ局を通じて「東北農

政局だより」を８回放送し、地域農政の推進に資する

よう東北の食料・農業・農村に関する情報を提供した。

また、東北農政局メールマガジンを毎週発行（平成17

年度：52回発行、読者数：6,835名）するとともに、東

北農政局ホームページ、東北地域農林水産情報ネット

ワーク（トライ）等を通して広く国民各層に農政関係

情報を提供し、併せて意見を聴取した。

報道関係者との連携強化に向けた取組として、宮城

県を除く管内５県に所在する報道関係者と東北農政局

と合同の現地視察及び意見交換会を行った。

２ 関 東 農 政 局

⑴ 地域経済及び農業経営の概要

ア 地域経済

平成17年の関東経済情勢を主要経済指標で見ると

鉱工業生産指数は前年比＋0.9％、出荷は前年比＋

0.7％とそれぞれ３年連続の上昇、在庫は前年比＋

3.4％と２年連続の上昇となった。着工新設住宅戸数

は前年比＋2.9％となり分譲を中心に増加した。有効

― ―281第10章 地 方 農 政 局



求人倍率は全国で前年比0.12上昇した。全国・総世

帯の家計消費支出は前年に比べて0.5％減少した。昨

年の増加から再び減少となった。

イ 農業経営

平成17年の販売農家１戸当たりの農業所得は142

万円で、農業所得に農業生産関連事業所得、農外所

得及び年金等の収入を加えた総所得は491万円とな

った。

⑵ 農業生産の動向

ア 水田を中心とした土地利用型作物（平成17年産）

水稲の作付面積は33万400 で、前年に比べて200

（対前年比100％）増加した。

作柄は、出穂期以降おおむね天候に恵まれ登熟が

良好であったこと等から10 当たり収量は541㎏（作

況指数102）、収穫量は178万9,000 (対前年比97％)

となった。

品種別では コシヒカリ」が作付面積の68％を占

め、続いて「あきたこまち」の６％、「キヌヒカリ」

の４％の順となっている。

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、４万6,200 で2,500 減少(対前

年比95％)し、収穫量は17万4,400 (同119％)と増加

した。

大豆の作付面積は１万6,500 （同95％）で、前年

に比べて900 減少した。収穫量は２万7,200 (同

102％)と相次ぐ台風等の影響により作柄の悪かった

前年産より増加した。

イ 園芸作物

17年産主要野菜（主産県：38品目）の作付面積は

14万2,800 で、収穫量437万1,000 、出荷量363万

9,000 であった。

17年産果樹（主要品目）の栽培面積は６万200 で、

前年産に比べて600 減少した。主要果実（主産県）

の収穫量は、温州みかんが17万1,200 、りんごが19

万4,900 、日本なしが16万3,300 、ぶどうが９万

3,200 であった。

17年の花き（主産県）の作付(収穫)面積は、切り

花類が4,529 、球根類34.8 、鉢もの類784 、花

壇用苗もの類が601 であった。

ウ 畜産・飼料作物

18年２月１日現在の乳用牛飼養頭数は26万4,400

頭（対前年比97％）と減少したものの、肉用牛飼養

頭数は35万4,800頭（同100％）と前年並みであった。

また、生乳生産量は154万 （同97％）となった。

17年産の飼料作物の作付面積は４万4,600 で、前

年産に比べて900 （同98％）減少した。

エ 工芸農作物

17年産の茶の栽培面積は２万3,100 （対前年比

100％）、荒茶生産量４万5,600 （同100％）で全国

の47％の生産を占めている。

17年産のこんにゃくいもは収穫量６万7,000（同

100％）で、全国の主産地となっている。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 担い手の育成・確保の推進

平成17年１月の「地域で考える担い手創成プロジ

ェクトチーム」の設置を含む担い手育成・確保全国

運動の展開の決定を受け、２月に関東米政策改革等

総合推進本部の下に「担い手育成・確保プロジェク

トチーム」を設置し、３月には「担い手育成・確保

プロジェクトチーム行動計画」を策定し、地域の担

い手の認定農業者への誘導、集落営農の組織化・法

人化、地域担い手育成総合支援協議会の設立（平成

18年３月末の設置数は194。）等を推進してきた。

その後、10月27日には「経営所得安定対策等大綱」

が省議決定され、品目横断的経営安定対策の概要が

明らかになったことから、「関東農政局経営所得安定

対策等推進本部」を設置し、関東農政局管内におけ

る当該大綱の説明会の開催や局ホームページへの情

報掲載等による周知徹底を図るとともに、市町村・

農協等の担い手担当者から地域の課題等を聞き取り

ながら、関係機関・団体と連携して、品目横断的経

営安定対策の加入要件を満たす担い手の育成・確保

の取組を行った。

イ 米政策改革の推進

関東農政局管内においては、米政策改革大綱に基

づき、各県に水田農業推進協議会が、市町村段階に

502の地域水田農業推進協議会が設立されている。地

域協議会では、「地域水田農業ビジョン」を策定し、

需要に応じた米づくりを通じ地域の水田農業経営の

安定と発展に向けた取り組みを推進している。

17年度は、米政策改革関連施策の２年目に当たり、

地域協議会においては、地域の創意工夫を生かした

産地づくり交付金を有効に活用した取組が見られる

ものの、管内では、ビジョンの見直しが全体の５割

に留まるなど課題が残った。

そこで、関東農政局では、平成16年に策定した「関

東農政局米政策改革推進行動計画」に基づき、県協

議会と連携し、各地域協議会における地域水田農業

ビジョンの点検・見直しを支援した。また、19年産

からの移行を目指す新たな需給調整システムへの理

解を深めるため、国の支援策、新たな需給調整シス

テムの具体的仕組み、農業者団体や行政の役割等に
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ついて、説明会や意見交換会を管内各地で開催した。

ウ 環境保全型農業の推進

平成17年３月に公表された環境と調和のとれた農

業生産活動規範については、交付金の要件化（クロ

スコンプライアンス）や、農産物の生産、流通、消

費等の関係者で構成する「関東ブロック環境保全型

農業推進会議」等を通じ、普及・啓発を図った。

また、第11回環境保全型農業推進コンクールでは、

埼玉県沃土会が農林水産大臣賞を受賞したほか、優

秀賞３点、奨励賞４点、特別賞１点が選出され、平

成18年３月表彰式を開催し、表彰と併せ事例発表を

行った。

持続農業法に基づく認定農業者（エコ・ファーマ

ー）は着実に増加し、平成18年３月末現在で、28,192

件（前年同月末20,803件、対前年35％増）となった。

平成17年10月に決定された「経営所得安定対策等大

綱」のうち、農地・水・環境保全向上対策（営農活

動への支援）について、説明会や県担当部局等への

要請活動を通じ対策の周知活動を行った。

エ 農林水産物輸出の促進

関東農政局では、管内農林水産物等の輸出取組を

促進するため、意見交換会や先進事例検討会等の開

催、情報提供、輸出相談窓口活動等の支援を行って

いる。

意見交換会等では、輸出取組の現状、輸出の阻害

要因等の意見交換、輸出事業者・輸出に取り組んで

いる生産者等からの情報提供、実践的な事例紹介等

を行った。

また、輸出に取り組んでいる又は関心のある市町

村・JAに対し、品目・輸出相手国、支援内容等把握

するため、農産物・食品等の輸出の取組に関するア

ンケート調査を実施した。

さらに、農林統計地区別協議会等に参画し情報提

供等を行うとともに、農政局ホームページから分か

りやすくアクセスできる輸出情報画面の設定や、関

係課室において輸出関係情報、諸外国の輸出制度等

に関する照会について適宜対応した。

これらの支援に努めた結果、農業関係団体や食品

企業、市町村、輸出に関心のある生産者等関係者の

貿易実務や現地情報、輸出相手国の制度、知的財産

保護対策等への認知度が向上するとともに、展示会

への出展者数、商談件数、新規成約件数とも増加し

た。

オ 食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組と食育

の推進

関東農政局では、食の安全を確保するため、農薬、

飼料及び水産医薬品の生産資材調査、農産物のカド

ミウム等の残留有害物質等調査並びに BSE対策と

して飼料及び肥料への混入防止措置の遵守状況等調

査、弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザの発生

農場における防疫作業支援等を実施するとともに、

生産者等に対して農薬等のポジティブリスト制度の

導入を周知するための説明会を開催した。

また、消費者の信頼確保のために、「食品の安全確

保とHACCPについての意見交換会」や「ユビキタ

ス食の安全・安心システム関東地域セミナー」等を

開催し、食品の安全施策等についてリスクコミュニ

ケーションを推進するとともに、ホームページの活

用による消費者への情報提供、食の安全施策に関す

る情報の消費者団体等への提供を行った。

さらに、生鮮食品等の表示調査、有機農産物の表

示や認定生産行程管理状況等の調査、食品表示110番

及び食品表示ウォッチャー等の情報を活用した事実

確認のための調査等を実施し、食品表示の適正化を

推進するとともに、食品表示制度の普及啓発のため

宇都宮市及び千葉市において地域フォーラムを開催

した。

食育については、食育基本法の成立、食育推進基

本計画の決定により、国民運動として食育を推進す

る体制が整った。厚生労働省と農林水産省が共同で

策定した「食事バランスガイド」については、説明

会、出前講座の開催、イベント等への出展、資料配

付等により普及活用を推進した。

「関東地域食育推進ネットワーク」の事務局とし

て、ホームページの活用、メールマガジンの発行等

を通じて参加者相互の情報交換や会員の情報発信の

支援を行うとともに、実践事例の報告や意見・情報

交換会を管内各都県毎に実施した。

また、消費者等を農業生産の現場に案内し、農業

の実態等の理解を深めるための交流会を各都県で実

施するとともに、地域における食育推進ボランティ

アの育成・食育活動に対する支援、学校給食におけ

る地場農産物の活用促進などを「食の安全・安心確

保交付金」の事業で支援した。

さらに、食育推進のため関係機関・団体との連携

の下、消費者対象の「くらしの食育塾・関東」の開

催、「食を考える月間」でのシンポジウムの開催・特

別展示、「食育フォーラム」、セミナー、出前講座等

の開催を管内で行った。

カ バイオマスの利活用の推進

関東農政局では、関東地域の各省地方支分部局及

び試験研究機関、都県からなる「バイオマス・ニッ
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ポン総合戦略関東地域連絡協議会」を開催し、各機

関におけるバイオマスの取組状況について意見交換

を行った。

また、平成17年度バイオマス利活用優良表彰受賞

者の取組の紹介と有識者との意見交換を通じ、関東

管内におけるより一層のバイオマス利活用の推進に

寄与することを目的に、「循環型社会の構築をめざし

て」と題したシンポジウムを開催した。

キ 都市と農山漁村の共生・対流の推進

関東農政局では、地方公共団体等が進める都市と

農山漁村の共生・対流の各般の取組に対し、総合的

な支援を行うため、関係府省の地方支分局並び都県

と連携し「都市と農山漁村の共生・対流の推進に関

する関東地域連絡協議会（15年７月）」を設置し、支

援方策の検討やシンポジウムを開催している。

17年度は、４月に政府レベルで「共生・対流」を

推進する関係副大臣からなる「都市と農山漁村の共

生・対流に関するプロジェクトチーム（主査；内閣

官房副長官）よる現地検討会(千葉県鴨川市）」、９月

に民間レベルで「共生・対流」を推進するオーライ

ニッポン会議（代表；養老孟司東京大学名誉教授）

主催の「オーライ ニッポンぐんまシンポジウム（群

馬県前橋市）」、11月に茨城県主体の「全国グリーン・

ツーリズム研究大会 inいばらき(茨城県つくば市ほ

か）」への支援を行った。

また、18年２月に jp.都市農村交流推進協議会関東

支部と共催で「魅力ある田舎暮らしと体験交流を考

える」をテーマに『グリーン・ツーリズム関東大会

2006』を開催した。

さらに、関東農政局ホームページ「都市と農山漁

村の共生・対流」を通じ、管内都県におけるイベン

ト等の紹介や、農山漁村地域において行われる農林

漁業体験の情報を提供した。

⑷ 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、「関東地域食育推

進ネットワーク」、「地域農政に関する市町村長懇談

会」、「報道関係者との懇談会」、「報道関係者との現地

調査」、「関東の食と農業・農村を語る車座座談会」、「経

済団体との意見交換会」等の各種懇談会を開催し、広

く意見交換を行った。

また、新たな食料・農業・農村基本計画が策定され

たことにより、関東ブロック、管内各都県別単位及び

地域段階で説明会を実施した。

さらに、管内各都県で地域情報ネットワークを構築

し、生産者、自治体、JA、生協、消費者など地域関係

者間の連携を図りながら、その地域における農林水産

情報を迅速に分かりやすく提供できる機能を整備し

た。

⑸ 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、 関東食料・農業・農村情勢報告」、各

種統計資料及び「2005関東の食料・農業・農村」を公

表し、一般消費者や都県関係者及び報道関係者等に管

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。

関東農政局ホームページでは、情報交換のためのネ

ットワークとして、「あぐりテーブル関東」を開設する

とともに、月に２回程度メールマガジン又は FAXの

形で食料・農業・農村に関する情報を「関東食農News」

として提供している。

また、グリーン・ツーリズム、食育、農業体験をは

じめとする各種技術指導など、様々な分野で活躍する

人材を「農業・農村人材バンク」として紹介している。

インフォーメーションセンター内の「消費者の部屋」

では、毎月各部の協力で特色ある展示を行うとともに、

各地方農政事務所にも消費者コーナーを設け、広く消

費者に情報提供を行っている。

３ 北 陸 農 政 局

⑴ 地域経済及び農業経営の概要

ア 地域経済

管内の経済情勢をみると、生産活動は、全体とし

ては持ち直しており、企業の17年度の企業収益及び

設備投資計画は、前年度を上回る見込みとなってい

る。

雇用は、引き続き改善しているものの、所得環境

は、弱含みとなっている。

個人消費は、一部に弱さがみられるものの、全体

としては持ち直しの動きとなっている。

なお、先行きについては、原油価格の高騰、海外

経済の動向などに留意する必要がある。

イ 個別経営の営農類型別経営統計（水田作経営）

北陸の平成17年水田作経営の農家１戸当たりの農

業粗収益は238万円で、前年に比べて9.5％増加した。

これは、水稲の作柄が平年並みとなり価格が低下

したものの、気象被害の多かった平成16年産に比べ

て収量が増加したことから、稲作収入が187万円で、

7.3％増加したためである。

このことから、農業所得は73万円となり、前年に
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比べて21.3％増加した。

また、農外所得は341万円で、前年に比べて2.2％

減少した。更に、年金等の収入も157万円で、10.8％

減少した。この結果、これら農業所得、農外所得、

年金等の収入に農業生産関連事業所得を加えた総所

得は571万円で、前年に比べて2.3％減少した。

水田作作付延べ面積規模別の農業粗収益及び農業

所得をみると、経営規模が拡大することに伴ってと

もに増加し、20 以上の農業所得は1,802万円となっ

た。

⑵ 農業生産の動向

ア 水 稲

平成17年産水稲の作付面積（子実用）は、米の生

産目標数量の増加によって生産量を確保する取組が

行われたこと等から前年産に比べ1,800 （１％）増

加し、21万7,600 となった。

10 当たり収量は、全もみ数が平年並みを確保し、

登熟も出穂期が天候に恵まれ順調であったことか

ら、相次ぐ台風等の影響から作柄が低下した前年産

を24㎏（５％）上回る534㎏となり、作況指数は100

となった。

県別には、新潟県が作況指数100の539㎏、富山県

が101の537㎏、石川県及び福井県はともに101の522

㎏となった。

この結果、収穫量は前年産を６万2,000 （６％）

上回る116万3,000 となった。

品種別には、コシヒカリが92万800 で全収穫量の

79.2％を占めた。

イ 麦

平成17年産六条大麦（子実用）の作付面積は、水

稲への転換があったため前年産に比べ830 （10％）

減少し、7,330 となった。

10 当たり収量は、登熟は順調であったものの、

生育初期の湿害の発生に加え、３月の積雪や日照不

足の影響などにより全粒数が前年産を下回ったこと

等から、前年産を65㎏（21％）下回る240㎏となった。

県別には、全粒数が前年並みであった新潟県が前

年産を88㎏（61％）上回る233㎏となったものの、富

山県が前年産を45㎏（15％）下回る247㎏、石川県が

前年産を39㎏（14％）下回る231㎏、福井県が前年産

を105㎏（31％）下回る239㎏となった。

この結果、収穫量は前年産を7,300 （29％）下回

る１万7,600 となった。

ウ 大 豆

平成17年産大豆（乾燥子実）の作付面積は、水稲

への転換により前年産に比べ1,800（11％）減少し、

１万4,900 となった。

10 当たり収量は、生育初期の少雨、梅雨入り後

の多雨及び台風第14号等による作柄への影響がみら

れたものの、秋の長雨等によって大きく作柄が低下

した前年産を57㎏（70％）上回る139㎏となった。

県別には、各県とも前年産を上回っており、新潟

県が前年産を49㎏（47％）上回る154㎏、富山県が前

年産を87㎏（161％）上回る141㎏、石川県が前年産

を16㎏（18％）上回る106㎏、福井県が前年産を19㎏

（24％）上回る97㎏となった。

この結果、収穫量は前年産を7,000 （51％）上回

る２万700 となった。

エ 畜 産

平成18年２月1日現在の乳用牛の飼養戸数は588戸

（前年同月比4.5％減）で、飼養頭数は２万2,600頭

（同5.0％減）となった。

肉用牛の飼養戸数は628戸（同3.5％減）で、飼養

頭数は２万5,100頭（同3.8％減）となった。

豚の飼養戸数は272戸（前回比（平成16年２月１日

現在）7.5％減）で、飼養頭数は28万9,900頭（同4.8

％減）となった。

採卵鶏の飼養戸数は141戸で（同10.8％減）で、飼

養羽数は962万３千羽（同25.9％増）となった。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 地方公共団体及び関係団体との施策提案会等の実

施

ア 「農政相談所」を窓口とした「施策提案会」を

実施し（管内各県、市町村、土地改良区等）、地域

農政の推進のための意見交換を行った。

イ 管内農林・農地部長会議を18年２月に開催し、

農政局及び県の政策提案並びに品目横断的経営安

定対策の導入に向けた取組について討議を行っ

た。

イ 地域各層との意見交換の場の設定

ア 各分野で活躍されている方々との意見交換会で

ある北陸地域農政懇談会を金沢市（18年３月）で

開催し、経営所得安定対策等大綱について討議を

行った。

イ 管内の農協中央会の代表者との意見交換会を17

年12月に開催し、経営所得安定対策等大綱につい

て討議を行った。

ウ 管内の農業法人協会の代表者との意見交換会を

17年12月に開催し、経営所得安定対策等大綱につ

いて意見を聴取した。

エ 地域リーダー・有識者との意見交換会を開催し、

「㈲食品環境研究センター」会長、加賀屋グルー
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プ「あえの風」支配人、「石川県水産総合センター」

技術開発部長など、管内の幅広い分野から有識者

等を招聘して意見交換を行った。（計３回）

オ 局長・次長出張講座「活き生きトーク」を開催

し、農業現場等に出向き農業者等に「最近の食料・

農業・農政をめぐる状況」を説明するとともに、

意見交換を行った。（計12回）

カ 金沢大学経済学部において、将来、日本経済の

一翼を担う大学生を対象として、「食」と「農」に

関する意識の醸成を図ることを目的に、農政局長

をはじめとする局幹部による特別講義「食料自

給率と食料・農業・農村政策」を行った。（計12回）

キ 管内各県において「消費者団体等との意見交換

会」を開催し、農林水産行政に対する消費者の意

見等について聴取した。（計７回）

ウ 米政策改革の推進

ア 局内に「米政策推進委員会」を設置し、局を挙

げて統一的に取り組むとともに、取組にあたって

は、米政策推進方針及び行動計画を策定し、これ

に基づき管内での推進活動を実施した。また、経

営所得安定対策等大綱（平成17年10月決定）に基

づく「北陸農政局経営所得安定対策等推進本部」

（平成17年11月）を設置し、品目横断的経営安定

対策と米政策を一体的に推進した。

イ 局独自の米政策改革の取組内容

ａ 地域協議会や JA等に対する地域水田農業ビ

ジョンの点検・見直し等アドバイザリー活動

（1,920件）

ｂ 水田農業のあるべき姿に向けての支援活動と

して管内 JA組合長等との意見交換（74件）

ｃ 米政策に関する相談ダイヤルの受付（3,097

件）

ｄ 地域協議会や JA等に対するポジ数量配分や

需給調整円滑な実施への支援活動（187件）

ｅ ローラー作戦（17年産）、ローラー作戦Ⅱ（18

年産）を展開

⒜ 集荷円滑化対策への加入促進（17年産新規

796件）

⒝ 同対策の実効性確保のための指導（349件）

⒞ 稲作所得基盤確保対策及び担い手経営安定

対策の加入促進活動

ｆ 需要に応じた米づくりのための各種情報とし

て、北陸地域における農業状況や米の情報を局

独自に収集・掲載した「ライスランド・インフ

ォメーション」を年２回発行

エ 地域における食育の推進

「食」について考える習慣を身につけるための学

校での授業や教育関係者、消費者の研修会などに職

員が講師として出向く「出張講座」を実施した。（計

702回）

また、18年１月の「食を考える月間」では、「食」

に関する様々な情報の受発信や「食育シンポジウ

ム」、２月には「食事バランスガイド」を活用した健

全な食生活の普及に向けたフォーラムを開催する等

国民に広く「食」について考えていただくための取

組を行った。

オ 農政情報受発信の推進

ア 重要政策の情報受発信

新たな食料・農業・農村基本計画、経営所得安

定対策等大綱、食料自給率向上などの重要施策を

ホームページ・メールマガジン・広報誌やイベン

ト・シンポジウム等を通じて県、市町村、報道機

関、有識者、消費者団体、農業関係団体等に積極

的に情報提供し、意見・要望等を収集した。

イ 対面による情報受発信

アに掲げた重要政策、その他農林水産施策の情

報及び関連情報等について、自治体、JA等の農業

関係団体、消費者団体、オピニオンリーダー、情

報交流モニター等に対して、対面による定期的な

情報の受発信を行った。

ウ 各種媒体を通じた情報受発信

ａ ホームページ

北陸農政局ホームページでは、新たな食料・

農業・農村基本計画、経営所得安定対策等大綱、

食料自給率向上などの農林水産政策情報をはじ

めとした食料、農業、農村等に関する情報を、

的確かつ迅速に提供し、問い合わせについても、

組織全体で迅速な対応に努めた。

さらに親しみやすいホームページとするた

め、トップページのデザイン、ロゴ画像、キッ

ズページの刷新をした。

ｂ メールマガジン

北陸地域の食料・農業・農村に関する情報を

配信・提供するため、北陸農政局メールマガジ

ン「あぐりネット北陸」を毎月２回（５日、20

日）定期配信したほか、臨時号として、「担い手

育成・品目横断的経営安定対策推進メールマガ

ジンを刊行」（17年11月）、「食を考える月間特集

号」（18年１月）を配信した。

カ 取組を進める上での体制の整備

局内横断的な２つのプロジェクトチーム（PT）を

設置し、取組の加速化を図った。
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なお、活動成果は PTごとに報告書等に取りまと

め、年度末に公表した。

ア 食料自給率向上対策 PT

食料自給率の向上に関する各種取組を推進する

ため、農政局の行動計画を作成するとともに、普

及・啓発を図るライスランド北陸キャンペーンを

展開した。

イ 地域資源保全 PT

北陸の多様な地域の特徴や集落営農等営農形態

に違いのある集落個々の資源保全活動について、

現状や課題を把握するために実施した資源保全実

態調査結果より、北陸管内の資源保全活動の調査

分析を行うとともに、資源保全について地域の共

同活動の枠組みや効果の高い取組などの事例を紹

介した。

また、農村地域の資源の重要性や多様な主体の

参画によりこれらの資源を保全することの必要性

について、学校教育や地域住民・NPO等と連携し

た参加型広報やシンポジウムなどの意見交換会等

の実施などにより広く一般市民に対して理解促進

に努めた。

キ バイオマス・ニッポンの実現に向けた取組

北陸農政局では、「バイオマス・ニッポン総合戦略」

の推進のため、北陸所在の国、県関係者が密接に連

携することを目的として、17年11月に「北陸地域バ

イオマス・ニッポン推進連絡協議会」を開催すると

ともに、北陸地域におけるバイオマスタウン構想の

取組の推進に資することを目的として、社団法人日

本有機資源協会との共催で北陸バイオマスセミナー

を開催した。同セミナーでは、バイオマスタウン構

想についての幅広い PRと参加した多くの市町村に

対して、新たな構想策定に向けた理解の促進を図っ

た。

また、バイオマスタウン構想を策定している市町

村等を中心に、バイオマスの環づくり交付金事業の

活用による総合的な支援を実施するとともに、ホー

ムページ等の媒体を活用してのバイオマス利活用技

術やバイオマスタウン構想募集の紹介を行うことに

より、バイオマス利活用の推進並びに普及・啓発に

努めた。

ク 農産物等の輸出促進に向けた取組

17年４月に輸出促進連絡調整会議を開催し、農産

物等の輸出を促進するため、輸出をめぐる現状や今

後の取組などについて意見を交わし、局内関係各課

の連携を図り連絡体制を構築した。

10月25日には、各県の農産物等の輸出促進担当者

を招集し、農林水産物等輸出促進担当者会議を開催、

各県における輸出への取組や国への要望など意見交

換を行い、農産物等の輸出について連携を図った。

18年２月17日には、新潟統計・情報センター主催

によるオピニオンリーダーとの情報交換会におい

て、実際に農産物等の輸出に取り組んでいる者に情

報提供及び意見交換を行った。

その他、新潟県の錦鯉輸出や石川県のヌタウナギ

輸出の現地調査を行い、関係者から輸出の現状を聴

き取りし意見交換を行った。

ケ 「食べよう 作ろう うまいもん北陸 ～ライス

ランド北陸2005～」キャンペーン

食料自給率向上への取組を一層広めるとともに、

より多くの消費者の方々に理解と協力を求めるた

め、「食べよう 作ろう うまいもん北陸 ～ライス

ランド北陸～」を標語として、キャンペーン活動を

展開した。

キャンペーンの実施にあたり、キャンペーンシン

ボルマークを公募し、「日本海の美しい夕日と美味し

いお米」をイメージしたデザインを採用するととも

に、ポスター、のぼり旗、ブルゾン等を作成して、

イベントや会合等で周知活動に使用した。

キャンペーンでは、シンポジウムや意見交換会の

他、歌やクイズなどを交えたイベント「身近に感じ

よう 『食』と『農』」の開催や、ケーブルテレビと

協力して作成した啓発番組「食料自給率の向上を目

指して」の放送等、幅広い取組により PRを実施し

た。

⑷ 関係機関との連携強化

ア 管内各県等との連携

ア ほくりく「食」と「農」の消費者ネット

管内４県の消費者団体や消費者行政担当部局と

「食」と「農」に関する情報・意見交換等を行う

「ほくりく『食』と『農』の消費者ネット」によ

る消費者団体等との意見交換会を開催した。（計７

回）

イ 教育関係者との意見交換会

子供の時から「食」について考える習慣を身に

付け、「食」を選ぶ力を身に付けるための食育を推

進するため、管内の教育関係者との意見交換会を

開催（９月新潟県、10月福井県）した。

⑸ 広 報 活 動

ア 報道機関対応

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
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区（新潟市）において記者懇談会を毎月開催し、一

般国民へのタイムリーな情報提供に努めた。

イ 報道関係各社論説委員長等との懇談会

当局局長等幹部が農政問題等特定のテーマについ

て、北陸地域の食料、農業情勢等の報道にあたり主

導的な役割を果たしている新聞・テレビ各社の論説

委員長等と懇談を行った。（計２回）

ウ 食育への対応

定期的に発行している北陸食育通信「はぐくみ」

や、食育の啓発誌「食育を進めよう 」、その他広報

誌等の各種媒体を通じて、広く食育関連の情報提供

を行うとともに、消費者の部屋や各種イベント等を

活用して情報提供を行った。

エ 広報誌の発行

農政局広報誌「グリーンアングル」（季刊）を、読

みやすさ、分かりやすさ、親しみやすさを基本に、

農政の理解、浸透を図るとともに、地域の新しい情

報などの紹介を行い、関係団体のほか図書館や病院、

金融機関等に配布し、効果的な情報提供を行った。

（年４回）

また、北陸農業と農村の現状を図表等で紹介した

「見える ほくりくの農業」を発行した。

４ 東 海 農 政 局

⑴ 地域経済及び農業経営の概要

ア 地域経済

平成17年４月以降の管内景気の動向は、回復を続

け拡大へと移行している。国内需要は、設備投資が

着実な増加を続けているほか、住宅投資も増加を続

けており、個人消費も緩やかに回復しつつある。一

方、公共投資は予算規模縮小が続き、基調として緩

やかに減少している。輸出は、海外経済の成長を背

景に自動車関連を中心に増加している。こうした中、

生産は自動車関連等の輸出の好調を中心に、鋼板、

化学製品、電子部品等も堅調な需要を背景に、生産

水準の引き上げや高操業が続き、持ち直しから着実

な増加へと移行している。雇用は、高水準の生産等

を背景に有効求人倍率も高水準で推移しており、常

用労働者数も増加している。雇用者所得も、高水準

の生産や企業収益の回復を背景に改善している。

イ 農業経営の概要

平成17年の東海３県における販売農家の１戸当た

り農業所得は、稲作の作付面積が減少したことや米

価格の低下等により、前年に比べ7.4％減少し、112

万円となった。

また、一戸当たり平均総所得は、6.5％減少し、593

万円となった。

⑵ 農業生産の動向

ア 水 稲

平成17年産水稲の作付面積は、需要に応じた米づ

くりの推進等により農家の作付意欲が向上したこと

から、前年産に比べ600 (１％)増加し、９万600

となった。

10アール当たり収量は、台風の影響により白穂の

発生や倒伏、７月の日照不足によるもみ数の減少な

どの被害が見られたことから497㎏となり、前年産に

比べ６㎏(△１％)減少した。

このようなことから収穫量は45万500 となり、前

年産に比べ2,200 (△１％)減少した。

イ 小 麦

平成17年産小麦の作付面積は、は種期の降雨の影

響で一部作付けが中止されたことなどにより、前年

産と比べ700 (△５％)減少し、１万3,300 となっ

た。

10アール当たり収量は、一部地域の発芽不良や、

２～３月の天候不順の影響もみられたものの、出穂

期以降はおおむね天候に恵まれたことから314㎏と

なり、作柄の悪かった前年産に比べ59㎏(23％)増加

した。

このように、10アール当たり収量が増加したこと

から収穫量は４万1,700 となり、前年産に比べ

6,000 （17％）増加した。

ウ 大 豆

平成17年産大豆の作付面積は、各地域が大豆生産

の振興に積極的であったこともあり、前年産に比べ

400 (４％)増加し、9,370 となった。

10アール当たり収量は、収穫期の降雪により、岐

阜県の一部地域において被害が発生したものの、生

育期間中はおおむね天候に恵まれたことから、前年

産に比べ53㎏(51％)増加し、157㎏となった。

このように、10アール当たり収量の増加及び作付

面積が拡大したことから、収穫量は１万4,700 とな

り、前年産に比べ5,410 （58％）増加した。

エ 飼料作物

平成17年産飼料作物の作付面積は、高齢化や飼育

の多頭化に伴う労働力不足等により、6,020 (前年

比△３％)となった。

収穫量は、作付面積の減少により、前年比３％の

減少となった。

オ 野 菜

東海３県（岐阜県は19品目・愛知県は32品目・三

重県は18品目）における平成17年産の主要な野菜の
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作付面積は２万5,600 で、前年産並みとなった。

収穫量は84万8,800 、出荷量は71万2,400tで、前

年産に比べそれぞれ６万4,400（８％）、６万6,400

（10％）増加した。

これは、おおむね天候に恵まれたことから、台風、

長雨の影響で作柄の悪かった前年産に比べ、秋冬野

菜を中心に増加したためである。

品目別に見ると、秋冬もののだいこん、にんじん、

はくさい、キャベツ、ブロッコリー等で収穫量、出

荷量が１～２割程度増加した。特に冬キャベツは、

収穫量が21万9,800（前年産対比119％）、出荷量が

20万5,000 （同121％）となった。

カ 果 樹

平成17年果樹の栽培面積は、１万2,100 と前年に

比べ１％増加した。

また、17年産主要果樹の収穫量は、開花期の天候

におおむね恵まれ、結果数が多かったこと等により、

みかんが６万6,000 で前年産に比べ５％、かきが３

万8,500 で前年産に比べて18％、日本なしが１万

6,900 で前年産に比べ12％それぞれ増加した。

キ 畜 産

ア 乳用牛

平成18年２月１日現在の飼用戸数は、891戸で、

前年に比べ52戸(△5.5％)減少した。

一戸当たりの飼養頭数は、64.2頭で、前年に比

べ2.5頭(4.1％)増加した。

イ 肉用牛

平成18年２月１日現在の飼養戸数は、1,560戸

で、前年に比べ20戸(△1.3％)減少した。

一戸当たりの飼養頭数は、78.1頭で、前年に比

べ2.5頭(3.3％)増加した。

ウ 豚

平成18年２月１日現在の飼養戸数は、446戸で、

前回（平成16年）に比べ48戸(△9.7％)減少した。

一戸当たりの飼養頭数は、1348.7頭で、前回に

比べ101.1頭(8.1％)増加した。

エ 採卵鶏

平成18年２月１日現在の飼養戸数は、500戸で、

前回（平成16年）に比べ70戸(△12.3％)減少した。

成鶏めす羽数は、1,706万１千羽で、前回に比べ

53万４千羽（3.2％）増加した。

一戸当たり成鶏めす羽数は、３万4,100羽で、前

回に比べ5,100羽(17.6％)増加した。

ク 花き

平成17年産花きの作付（収穫）面積は、切り花類

(主産県である岐阜県、愛知県の２県計)が1,993 、

鉢もの類が547 、花壇用苗もの類が211 となった。

これを前年産と比べると、切り花類は前年並みで

あったが、鉢もの類及び花壇用苗もの類は、それぞ

れ１％増加した。

ケ 茶

平成17年産の茶の栽培面積は、栽培農家の高齢化、

労力不足等により生産性の低い園地を中心に廃園と

なるなど、前年産に比べ50 減少し、5,050 となっ

た。

生葉収穫量は、前年産に比べ９％増加し、４万

4,900 となった。これは、３月下旬の低温と小雨に

より生育が抑制されたものの、その後天候に恵まれ

たことから生育が回復し、芽の伸長が促進されたた

めである。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 「愛・地球博」パートナーシップ事業への取組

2005年日本国際博覧会（略称：愛知万博、愛称：

愛・地球博）は、平成17年３月25日から９月25日の

間、「自然の叡智」をテーマに開催され、国内はもと

より世界各国から約2,200万人の人が訪れた。「愛・

地球博」パートナーシップ事業は、愛・地球博の PR

に協力するため「愛・地球博」の名称、シンボルマ

ーク、キャラクターなどを使用してイベント等を開

催するもので、東海農政局としても地域の食料・農

業・農村を PRできる機会として積極的に取組を行

った。

万博会場内でのイベントとしては、17年３月と８

月の２回、地元人形劇サークルに委託して、人形劇

「たけしの夏」～はじめての農村体験～を上演、６

月には「水土里フォーラム in万博」を開催し、講演、

パネルディスカッションを行い農村の現状や資源保

全について幅広く意見交換を行った。８月には会場

を訪れる子供及びその保護者を対象として、「水土里

フォーラム2005 おいしい水土里のたべもの」で映

像やパネル展示により農業農村の果たす役割を紹介

した。

その他、万博会場以外のイベントにも積極的に取

り組み、17年度は「東海美の里百選・四谷千枚田」

絵画コンクール（17年９月）を開催した。

イ 食の安全・安心に向けた取組

東海農政局では、食品安全委員会、厚生労働省と

共同して平成17年10月、「食品に関するリスクコミュ

ニケーション～農薬のリスクアナリシスに関する意

見交換会～」を開催した。

また、食品安全行政を的確に進め、「食」に対する

消費者の信頼を回復するため、消費・安全部及び各

― ―289第10章 地 方 農 政 局



農政事務所において、消費者団体等や生協との懇談

会を開催したほか、消費者団体等が開催する懇談会

に参加し、意見交換を行った。

その他、食品表示制度に関する説明会を各地で実

施し、制度の理解や適正な表示の普及啓発に努めた。

17年10月には、岐阜県、東海農政局、(社)農林規格

協会の３者の共催により「食品表示地域フォーラム

inぎふ」を開催した。

食品トレーサビリティシステムの導入促進につい

ては、17年10月に「ユビキタス食の安全・安心シス

テム普及・啓発東海地域セミナー・展示会」を開催

したほか、関係団体等に説明を実施するとともに、

システムの導入を行う事業者に対し必要な情報関連

機器等の整備について支援を行っている。

ウ 「食事バランスガイド」普及・活用の取組

平成17年６月に公表された「食事バランスガイド」

を、ホームページ、広報誌、パンフレット、ポスタ

ー等の配布により、普及・活用に努め、17年９月に

は厚生労働省と共催で、「食事バランスガイドブロッ

ク説明会」を開催した。マスコミ等の関心も高く、

民放のニュース番組（17年11月放送）や、行政、食

品流通業者、マスコミなどによる新聞社主催の「食

育座談会」（18年１月）において、職員が「食事バラ

ンスガイド」を紹介した。18年１月の「食を考える

月間」には、「あなたもグッドバランスな食生活を」

と題したシンポジウムを開催し、「食事バランスガイ

ド」の普及・活用をよびかけた。また、地域の幅広

い食育関係者を集め、食育地域座談会を開催し（１

月～３月に９回開催）、「食事バランスガイド」をは

じめとした食育の取組等に対して意見交換を行っ

た。

18年３月、東海地域における一層の普及・活用と

食文化への理解促進のため、都道府県を越える地域

単位で作成したものとしては国内ではじめて、郷土

料理等を盛り込んだ「東海食事バランスガイド」を

作成した。

内容は、岐阜、愛知、三重、各県の学識経験者及

び各県栄養士会に協力をいただき、東海地域の郷土

料理等を盛り込んだイラストのほか、郷土料理を組

み合わせた１日の食事例、レシピなどを紹介した。

５万部印刷し、各県栄養士会、食生活改善協議会を

はじめ、スーパーマーケット、消費者団体、大学、

図書館、生協等へ配布した。

エ バイオマス・ニッポン総合戦略の推進

「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、平

成15年８月、東海の国の出先機関で構成する「東海

地域バイオマス利活用推進協議会」を東海農政局を

事務局として設置した。17年９月に本協議会は、社

団法人日本有機資源協会との共催により、「東海バイ

オマスフォーラム」を開催した。このフォーラムは、

バイオマス変換技術・施設や利活用システムの事例

紹介と、地域の主体的な取組による地域のバイオマ

ス資源を地域でエネルギー、製品へ変換し、循環利

用するシステムを構築するための支援の促進を図る

ことを目的に開催した。

また、17年度においては、管内各県でバイオマス

に関する理解醸成のための推進事業や、岐阜県多治

見市の生ゴミたい肥化施設と BDF製造施設を合わ

せた地域モデル整備事業、さらに岐阜県恵那・中津

川地区、愛知県南知多地区、三重県伊賀地区におい

て家畜排泄物利活用施設整備事業が行われた。

オ 農業を担う経営体の現状及び新規就農の状況

平成17年度の東海の認定農業者数は、前年比5.7％

（367経営体）増加して6,803経営体(うち法人532経

営体)に達している。それぞれの経営体が農業経営改

善計画の目標達成に向けて経営の改善・発展に取り

組んでいる。

認定農業者の経営を営農類型別に見ると岐阜県で

は、飛驒地方のトマト、ほうれんそうなどに代表さ

れる「施設野菜単一経営」。愛知県では、古くから施

設園芸が盛んな東三河地方を中心とした、「施設花

き・花木単一経営」(花き類：電照菊、鉢もの)及び

「施設野菜単一経営」(トマト、温室メロン、いちご

等)。三重県では、北勢地方のお茶に代表される「そ

の他単一経営」となっている。

16年における東海の新規就農者は291人であり、内

訳をみると、青年（新規学卒就農者、39歳以下のU

ターン就農者及び39歳以下の新規参入就農者）は250

人、中高年（40歳以上～65歳以下）は41人となって

いる。新規就農者数の推移を年度別に見ると12年の

390人をピークとして減少傾向で推移している。

また、16年の新規就農者が多いのは、三重県の35

人(県全体の43.2％)、Uターン就農者が多いのは、

岐阜県の22人（県全体の55.0％）及び愛知県の103人

（県全体60.5％）となっており、県によって傾向が

異なっている。

⑷ 関係機関との連携強化

ア 経済団体及びマスコミとの連携

地域農政の円滑な推進及び農業施策の浸透を図る

ため、中部経済同友会、マスコミとの意見交換会、

東海地域農政懇談会、管内３県主務部長政策提案会

等を開催し、財界、学識経験者、管内各県、マスコ
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ミ、消費者、農業者と幅広く意見交換を行った。

イ 管内各県及び関係業界との連携

管内各県、農業関係団体、食品産業団体等と連携

してシンポジウム・イベントを開催し、各種事業の

普及及び農業の多面的機能や資源保全等の啓発を図

った。

⑸ 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「東海食料・農業・農村情勢報告」、各種統計

資料を公表し、管内の農業・農村を紹介するなど、多

様な広報活動を行った。

ア 報道機関等への情報の発信と意見交換

プレスリリースの発信（125回）、記者へのレクチ

ャー（７回）、報道関係者現地調査（平成17年11月25

日岐阜県下で実施）、報道関係者懇談会等（18年２月

９日「環境保全を重視した農政の展開と東海地域の

環境的課題」と題する意見交換会）を実施し、報道

関係者に迅速な情報提供を行うとともに意見交換を

行った。

イ ラジオ番組「くらしと農業」の放送

メディアを使った広報活動では、東海農政局の具

体的な取組を中心に紹介するラジオ番組「くらしと

農業」を制作し、平成17年９月から12月にかけて、

全13回放送し、その内容はホームページにも掲載し

た。

ウ 広報誌の発行

総合広報誌「View～東海の食料・農業・農村～」

を年４回１万部発行し、管内各地域の情報をはじめ

各種施策の紹介を行い、消費者・農業者、学校など

行政機関や農業関係団体に配布した。消費者向けに

は「10万回の“食卓”―東海の食と農―」を年１回

１万部発行し、管内の食に関するトピックス紹介と

「食事バランスガイド」の普及を図った。

エ ホームページ等による各種情報の発信

平成17年度は、ホームページ上で、食料・農業・

農村基本計画、米政策改革、環境政策、食の安全・

安心等の政策に関する情報を中心に農業関係者、消

費者等に向け広く情報発信を行った。

さらに、新たなページとして「地産地消」「担い手

育成確保」「農村地域の資源保全」などを増設し、各

種シンポジウム、イベントの紹介、統計発表等を随

時行った。17年度のトップページへのアクセス件数

は約18万３千件で、前年度に比べ３％の増加となっ

ている。

また、ホームページをより見やすく使いやすいも

のとするために、ホームページの再構築作業を進め、

18年５月から新たなホームページの運用を開始す

る。

メールマガジン「とうかいほっとメール」を毎月

発信しており、17年度末現在の読者(登録者)は5,838

名で、前年度に比べ約2.2倍となり年々増加してい

る。

また、鳥獣害対策メールマガジンは17年９月に発

信を開始し、半年余りで2,901名の読者(登録者)を得

た。

５ 近 畿 農 政 局

⑴ 地域経済及び農業経営の概要

ア 地域経済

平成17年の近畿経済は、穏やかな回復が続いた。

主要項目別で見ると、生産活動は、当初全国平均を

下回る動きであったが拡大の兆しが見られ、その後

引き続き持ち直しが続いている。輸出も、当初伸び

率が鈍化していたが、上向きの動きが見られ、後半

は堅調に推移しており、一方輸入は、引き続き前年

を上回っている。設備投資は、全産業で前年度を上

回る計画となっている。個人消費は、大型小売店販

売額は前年を下回ったものの総じて持ち直しが続い

ている。雇用情勢は、穏やかに改善しており、有効

求人倍率１倍台が目前のところまで回復している。

イ 農家経済

17年の販売農家の経営は、１戸当たり農業粗収益

が244万９千円で、主な内訳をみると、作物収入が206

万円で84％を占めている。作物収入のうち、稲作収

入が最も高く69万４千円、次いで野菜収入が55万４

千円となった。農業経営費は174万６千円で、農業粗

収益から農業経営費を差し引いた農業所得は70万３

千円となった。この農業所得に、農業生産関連事業

所得、農外所得及び年金等の収入を加えた総所得は

490万円となった。

⑵ 農業生産の動向

ア 水 稲

17年産水稲の作付面積は11万6,700千 で、前年に

比べ700 （1.0％）増加した。これは、他作物から

の転換や、不作付地への作付けによるものである。

作柄は、出穂後おおむね高温・多照に経過したこ

とから、作況指数102で、10 当たり収量516㎏、収

穫量は60万1,700 となった。

イ 野 菜

17年産野菜（主要14品目）の作付面積は１万6,800

で、前年に比べ400 (2.3％）減少した。これは、

だいこん、キャベツ、たまねぎ等が生産者の労働力
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不足等により減少したためである。

収穫量は54万700 、出荷量は40万2,800 で、主

に作付面積の減少により前年産に比べそれぞれ700

（0.1％）、900 （0.2％）減少した。

ウ 果 樹

17年産果樹（主産県）のうち、温州みかんの結果

樹面積は8,660 で前年に比べ10 (0.1％）増加し

た。収穫量は21万3,800 で、前年産に比べ１万5,800

（8.0％）増加した。これは、台風の影響により10

当たり収量が減少した前年産を上回ったためであ

る。

かきの結果樹面積は4,750 で前年に比べ40

（0.8％）減少した。収穫量は９万1,100 で、前年

産に比べ１万2,600 （16.1％）増加した。これは、

台風の影響により10 当たり収量が減少した前年産

を上回ったためである。

うめの結果樹面積は5,250 で前年に比べ260

(5.2％）増加した。収穫量は７万2,200 で、前年産

に比べ7,600 (11.8％）増加した。これは、新植及

び改植により結果樹面積が増加したことや、10 当

たり収量が台風の被害を受けた前年産を上回ったた

めである。

エ 畜 産

18年２月１日現在における、家畜の飼養頭数をみ

ると、乳用牛は４万4,000頭で前年に比べ1,800頭

（3.9％）、肉用牛は９万3,700頭で前年に比べ1,900

頭（2.0％）、それぞれ減少した。これは、飼養者の

高齢化により休廃業があったためである。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 17年度における重点的な取組

17年度は、16年度に策定された新たな食料・農業・

農村基本計画に基づく施策を重点的に取り組んだ。

ア 食料自給率向上と食育の取組

ａ 「近畿食と農ふれあいフェスティバル」の開

催

近畿地域で生産・加工された農産物や食品を

紹介し、地産地消を進めることで国民に食料自

給率向上の重要性を再認識もらおうと、平成18

年１月29日に大阪市において、生産者と消費者

の交流イベント「新発見 近畿食と農ふれあい

フェスティバル～みんなで考えよう食料自給率

～」を開催した。

「地域の特性を活かした食文化・食生活、環

境と調和のとれた食料の生産とその消費」をテ

ーマに、行政や農業団体、NPO、関係団体等の

参加のもと、地場の農産物や加工食品等の試食

や展示・販売、米粉パンや家庭料理による地産

地消の推進に関する講演、野菜・果物等のもつ

機能性や農村の環境・資源等に関するパンフレ

ットの展示・ビデオ上映等の情報提供を行った。

ｂ 「食事バランスガイド」の普及活用

「食事バランスガイド」の普及・活用のため、

行政関係者や食品関連事業者、栄養士等を対象

に「食事バランスガイド」や「食品事業者向け

活用マニュアル」のブロック説明会を開催した。

また、会議、シンポジウム及び各種のイベント

において普及・活用に努めた。ポスターやリー

フレット等を活用した PR活動の他、局オリジ

ナルの普及・活用ツールとして、「食事バランス

ガイド」のイラストを立体化したクラフト製コ

マを作製・配布した。

ｃ 「食育戦略プロジェクト」の実施

食育基本法に示された施策を様々な関係者の

参加・協力を得ながら国民運動として推進する

ことが必要であることから、幅広い世代をター

ゲットに「食育戦略プロジェクト」を展開した。

具体的には、ふれあい牧場関係者と教育関係

者の座談会、遊休農地を活用した農業体験、小

学生向け小冊子「みどりのホームラン」の作成、

食育活動実践者向けの手引き書の作成、「食育

in学園祭」の開催等の取組を関係者と連携して

実施した。「食育 in学園祭」については、京都文

教短期大学及び同志社女子大学において、教員

や次世代を担う学生などと連携して、学園祭の

中で「食育」をテーマに多彩な取組を行ない、

「自ら食について考える」きっかけづくりを行

った。

イ 食の安全と消費者の信頼確保への取組

ａ 消費者団体等との意見交換会の開催

近畿管内においては、米国産牛肉等のリスク

管理措置やかび毒等をテーマに関係３府省主催

による計８回のリスクコミュニケーション等が

開催された。また、近畿農政局においても鳥イ

ンフルエンザに対する正しい知識の普及を目的

に平成18年１月、近畿厚生局や民間の関係団体

と連携し、『知って安心 鳥インフルエンザを考

えるシンポジウム』を京都市内で開催した。さ

らに、農政事務所等単位で定期的に消費者団体

との意見交換会を開催（管内２府４県で計31回

開催）し、正確でわかりやすい情報提供等に努

めた。

ｂ 食品表示の適正化
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17年度のモニタリング調査は、一般調査とし

て5,820店舗を調査した他、特別調査として「マ

グロ」385店舗、「大豆加工品の国産大豆使用」

411店舗、「精米及び加工米飯」497店舗、「根菜

類」413店舗に対し仕入伝票等による表示根拠の

確認や DNA分析等科学的分析を活用した調査

を実施した。

上記モニタリング調査において不適正表示の

疑義が生じたもの及び「食品表示110番」に消費

者等から寄せられた情報のうち、不正表示の疑

いがあるものについて事業者への立入検査等を

実施した。その結果、産地等の不正表示が判明

し、JAS法に基づく指示・公表等を行った事案

は10件あった。

一方、JAS法の普及・啓発を目的とした講師

派遣を250回実施するとともに、11月には奈良市

において近畿地域食品表示フォーラムを開催し

約270名が参加した。

ｃ 食品トレーサビリティシステムの導入

近年、食品分野のみならず、製造業、家庭、

学校、医療等の幅広い分野で注目されている「ユ

ビキタス・コンピューティング技術」を活用し

た食品トレーサビリティ・システムの取組事例

の紹介やシステムの導入に必要な情報関連機

器・装置の展示等を通じ、食品トレーサビリテ

ィ・システムの導入を促進すること等を目的に、

平成17年10月、京都市内において『ユビキタス

システム普及啓発近畿地域セミナー』を開催し

た。

また、近畿管内では、補助事業等を活用し３

地区がトレーサビリティシステムの導入を行

い、そのうち京都府内の関係団体では、二次元

コードを活用した鶏卵トレーサビリティシステ

ムの導入が図られ、17年11月から運用を開始し

ている。

ウ 担い手育成・確保の取組

ａ 担い手育成推進室の設置

地域の担い手の認定農業者への誘導や集落営

農の組織化・法人化等による担い手の育成・確

保の取組活動の強化を図るため、17年７月４日

に近畿農政局内に関係各部課室員を構成員とす

る「担い手育成推進室」を設置し、近畿農政局

における推進体制の強化を図った。

ｂ 担い手育成・確保に係る要請行動の実施

７月～８月にかけて、管内の麦・大豆の生産

地である滋賀県、京都府、兵庫県及び奈良県に

おいて、作付面積の大きい市町村（10 以上）

を対象に、市町村長・JA幹部に対し、近畿農政

局幹部による担い手育成・確保の必要性の説明

や意見交換を目的とした要請行動を実施（67市

町・17JA）した。

ｃ 「経営所得安定対策等大綱」説明会の実施

10月27日の「経営所得安定対策等大綱」の決

定を受けて、近畿農政局では速やかに、府県、

市町村、農業団体等への資料の送付や、各府県

農政主務部長等への説明・意見交換を実施した。

また、府県ブロックごとに品目横断的経営安定

対策を含む３対策の説明会を、11月に近畿農政

局管内12会場（合計2,600名が出席）で実施した。

イ 農政局の主要課題に係る行動計画

近畿農政局では、14年度から、食料・農業・農村

基本法に基づく施策を推進する当局の活動を、「行動

計画」と位置づけ、独自に目標を設定し、評価を行

っている。

17年度の行動計画は①食料の安定供給の確保、②

農業の持続的な発展、③農村振興、④国民参加型農

政の推進の４つの柱の下に、９の推進事項を設定し、

業務を実施した結果について評価を行った。

ウ 地域とのコミュニケーション

近年、食の安全・安心に対する国民の関心が高ま

っている上、消費者の視点に立った食料の安定供給

が農林水産業の発展にもつながることから、14年度

から農政局長等が管内各地に赴き、消費者、生産者

等様々な分野の方々と、直接意見交換する「タウン

ミーティング」を実施している。（２回実施（17年度））

また、地域農政の円滑な推進を図るため、地方公

共団体、関係団体等からの農業施策全般に関する提

案を受ける窓口として、13年から「近畿農政局政策

提案推進室」を設置している（提案件数28件（17年

度））。

⑷ 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、関西経済同友会との意見交換会、近畿地域農政

懇談会（消費者、生産者、経済界、マスコミ関係者で

構成）、管内各府県部長会議、管内各府県生協連協議会

等との懇談会を開催し、幅広く意見交換を行った。

また、近畿に所在する様々な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、時代に対応

した活力ある近畿を創出することを目的とする近畿広

域戦略会議に参加した。

⑸ 広 報 活 動

近畿食料・農業・農村情勢報告及び各種統計資料等
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を公表したほか、ラジオ番組「近畿農政局だより」の

放送、ホームページ（アクセス件数約24.6万件）やメ

ールマガジン「近畿アグリレター」（月１回配信、登録

者数6,550人）などのインターネットを通じた情報発

信、広報誌「アグリート」（５回、7,300部/回）の発行

など、近畿地域の農業・農政を巡る様々な情報を行政

機関、農業関係者はもとより一般消費者にも広く提供

した。

平成17年度の「消費者の部屋」においては、消費者

と農林水産行政との対話、交流を図る場として様々な

テーマを取り上げ、局内展示を18回、局外展示を16回

実施し、特に17年度は、多くの消費者が訪れる大型ス

ーパーマーケットでの展示を初めて行った。

6 中国四国農政局

⑴ 農業経営の概要

農業経営

平成17年の個別経営（販売農家１戸当たり平均）

の状況をみると、農業粗収益は235万円、農業経営費

は、174万円で、農業所得は61万円であった。

総所得は478万円であり、総所得の構成をみると、

農業所得が13％、農外所得が41％、年金等の収入が

46％となっている。

農業地域別の個別経営をみると、農業所得は中国

地域は47万円、四国地域は88万円、総所得は中国地

域は462万円、四国地域は507万円であった。

総所得のうち農業所得の占める割合は中国地域で

10％、四国地域で17％となっている。

⑵ 農業生産の動向

ア 水 稲

平成17年産水稲は、作付面積は前年並みで18万900

、収穫量は前年に比べ7.6％増加し91万7,500 で

あった。作柄は作況指数100で10 当たり収量は507

㎏であった。

イ 麦

平成17年産４麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸

麦）の子実用作付面積は8,610 で、前年に比べ430

減少した。４麦の収穫量は前年に比べ13.2％減少

し、２万5,600 であった。作柄は、小麦は平均収量

対比84、二条大麦が96、六条大麦94、裸麦が72で、

10 当たり収量は、それぞれ288㎏、345㎏、196㎏、

263㎏であった。

ウ 野 菜（概数値）

指定野菜14品目のうち中国四国地域全県が主産県

の平成17年産ほうれんそうの作付面積は前年並みの

2,500 、収穫量は前年に比べ11％増加し、２万8,600

であった。

ねぎの作付面積は前年に比べ２％減少し2,640 、

収穫量は前年に比べ３％増加し４万2,200 であっ

た。

たまねぎの作付面積は1,640 、収穫量は５万

7,800 で、前年に比べ６％、11％それぞれ減少した。

トマトの作付面積は前年並みの1,170 、収穫量は

前年に比べ５％増加し５万1,300 であった。

エ 果 樹

平成17年産みかんの主産県（広島県、山口県、徳

島県、香川県、愛媛県、高知県）計の結果樹面積は

１万4,700 、収穫量は30万7,100 で、近年の表年

であった15年産に比べそれぞれ５％減少した。

日本なしの主産県（鳥取県、広島県、徳島県、香

川県）計の結果樹面積は前年に比べ４％減少し1,760

、収穫量は前年に比べ４％増加し３万9,500 であ

った。

ぶどうの主産県（鳥取県、島根県、岡山県、広島

県、香川県、愛媛県）計の結果樹面積は前年並みで

2,260 、収穫量は２万5,800 で前年に比べ100 増

加した。

オ 花 き（概数値）

平成17年産の花きの作付（収穫）面積は、切り花

類の主産県（岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛

媛県、高知県）計が1,720 で前年に比べ３％減少し、

球根類の主産県（愛媛県）計が９ で前年並み、鉢

もの類の主産県（島根県、岡山県、徳島県、愛媛県、

高知県）計が74 で前年並み、花壇用苗もの類の主

産県（鳥取県、岡山県、広島県）計が99 で前年に

比べ３％増加した。

カ 畜 産

平成18年２月１日現在の乳用牛は、前年に比べ飼

養戸数は5.0％減少し2,110戸、飼養頭数は1.4％減少

し９万1,900頭であった。１戸当たり飼養頭数は前年

の42.0頭から43.6頭に増加した。

肉用牛は、前年に比べ飼養戸数は5.9％減少し

6,560戸、飼養頭数は2.2％減少し21万1,600頭であっ

た。１戸当たり飼養頭数は前年の31.0頭から32.3頭

に増加した。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 地域との対話等農業施策への理解を深める取組

地方公共団体や各界各層との意見交換等を通じて

互いの意思疎通を図りながら、「国民参加型農政」を

展開するとともに、情報の収集・蓄積及びその活用

により、地域の実態に根ざした施策の円滑な推進を

図った。
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特に本年度は、平成17年11月に省議決定された経

営所得安定対策等大綱に位置付けられた施策の円滑

な推進に向け、農政局幹部職員が管内の地域に直接

出向き、県、関係機関と連携した地域関係者との担

い手育成等に係る意見交換会（計４回）や、大綱に

係る意見交換・説明会の開催（計９回）など積極的

な周知活動を行い、理解の促進を図った。

イ 耕畜連携の推進

耕畜連携の推進は、地域における資源循環型農業

の確立や転作田の有効活用等の観点から極めて有効

である。このため、稲発酵粗飼料の作付を拡大する

ため、管内の取組の重点地区として22地域を選定し、

モデル事例の育成を推進するとともに、現地調査を

行い生産の拡大を図るための耕畜連携推進協議会を

３回、飼料自給率向上セミナーを１回開催し、普及

拡大に繫げるための優良事例の取組を紹介した。

国産稲わらの利用拡大に向けた取組としては、利

用実態調査を実施し、稲わらとたい肥の交換やわら

専用品種の生産拡大のための分析・検討会を開催し

た。

また、たい肥の利用促進と土づくりの推進を図る

ため、検討会・研修会の開催や支援（７回）を行っ

た。

さらに、中国四国管内は、大部分が中山間地域に

立地していることから、耕作放棄地の増加、イノシ

シ、サル等の獣害防止の対策として、転作田を利用

した水田放牧や耕作放棄地放牧の取組を推進してい

る。

このため、耕畜連携に関する研修会等を15回開催

し、耕種農家や管外からの多数の参加者により、優

良事例の紹介を含め幅広い情報交換が行われた。

ウ 食の安全及び消費者の信頼の確保の取り組み

ア リスクコミュニケーションの円滑な推進

地域の消費者等の関係者と行政との信頼関係の

構築のため、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、

農政局の３者の共催により「食品に関するリスク

コミュニケーション～農薬のリスクアナリシスに

関する意見交換会～」を開催した（高松市）。

また、リスクコミュニケーションの円滑な推進

のための取組として、食品安全等について消費者

等が自ら学習し判断する契機を提供する「食の知

っ得講座」（農政事務所等の職員が講師となる講座

６講座、県の衛生部局と連携して実施する講座１

講座）を開設した（199講座実施）。

さらに、消費者団体、生産団体、流通・小売業

者等の各代表の参加による懇談会を、農政局、農

政事務所において実施（81回）した。

イ 食品表示の適正化

食品表示の適正化への取組として、加工食品の

原料原産地表示の対象品目拡大など食品表示をめ

ぐる動きや JAS制度について、広く消費者や関係

事業者に理解してもらうため、県等関係機関と連

携しつつ食品表示地域フォーラム（山口県、香川

県）、食品関係事業者向け食品表示セミナー(約210

回)、消費者向け説明会・懇談会(約190回)等を実

施した。

また、小売店舗や中間流通業者における表示状

況を監視するため、職員が日常的に小売店舗等を

巡回して調査を実施した（約4,000店舗）。特に、

消費者の関心が高い品目については、表示の根拠

の確認追跡調査や科学的分析手法を用いた「特別

調査」として、マグロ（約450件）、大豆加工品（約

260件）、精米及び加工米飯（約450件)、根菜類（約

340件）の調査を実施するとともに、有機農産物や

特別栽培農産物の表示実態調査を実施した。

さらに、管内11か所に設置した「食品表示110番」

や「食品表示ウォッチャー」を活用し、広く一般

消費者等から情報提供を受け付けることで、表示

監視指導体制の一層の充実を図った。

なお、調査等の結果、表示違反の疑いがある店

舗等に対しては立入検査等を実施し、表示違反が

確認された場合には JAS法に基づく指示等を行

った。

一方、関係機関との連携を強化するため、公正

取引委員会及び厚生労働省の地方支分部局等の参

加を得て「中国四国地域食品表示関係３省等連絡

会議」を開催するなど、国の関係行政機関との情

報・意見交換を行った。また、管内各県でも農政

事務所等が中心となって県等と定期的な連絡会を

行うとともに、合同での巡回調査等を実施した。

ウ 食に関するリスク管理対策の推進

農薬に関する適正使用を推進するため、生産者

に対して農産物安全対策業務(596戸)、米麦残留農

薬調査業務(198戸)を通じた指導、説明会の開催

(２回)、農政局、農政事務所の広報誌・ホームペ

ージ等による情報発信を行った。また、消費者に

対しては、農薬や食品安全 GAPをテーマにした

出張講座等の開催（63回）、他機関が主催する会議

等での講演（63回）、「農薬と食の安全を考える」

をテーマとしたシンポジウムを開催したほか、

Webアンケート「農薬に関する安全性について」

や農林水産情報交流ネットワーク事業モニターを
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対象に食品安全 GAPに関する意向把握を行っ

た。

また、家畜伝染病発生時に消費者の購買行動等

に混乱が生じないよう、鳥インフルエンザ発生に

備えて啓発用資材(４種類)の作成及び危機管理体

制の再確認を実施したほか、農政局ホームページ

に家畜伝染病（BSE、鳥インフルエンザ等）のコ

ーナーを設置した。

牛トレーサビリティについては、各種イベント

等を通じた啓発活動を実施（280回）した。特に10

月の強化月間には啓発活動（47回）やパネル展示

（75回）にあわせパンフレットの配布を集中的に

取り組んだ。

また、牛の個体識別台帳に登録すべきデータの

エラー解消に向けた取組としてエラー発生原因の

調査・分析を実施するとともに、発生原因に対応

した啓発用パンフレットの作成（12,000部）、牛飼

養農家への啓発活動を実施した。

さらに、生産段階における定期・臨時検査（5,859

件）、流通段階における巡回調査（7,496件）、DNA

鑑定用サンプルの買い上げ（2,030点）等を実施す

るとともに、鑑定結果を踏まえた調査・指導を実

施した。

エ 食育の推進

地域における食育の推進を図るため、管内の食育

実践者・有識者からなる「中国四国地域食育推進協

議会」を開催して食育の推進方策等について協議す

るとともに、以下の取組等を行った。

ア 地場農産物を用いた学校給食を通じた食育の推

進のため、各農政事務所、地域課に「食育相談ア

ドバイザー」を設置し、パンフレット等による県、

市町村、JA、給食センター、学校等の関係機関へ

の普及活動や情報提供活動を行うとともに、「重点

推進地区」16箇所において、学校関係者と生産関

係者間の橋渡し等の支援活動を実施した。

イ 17年10月から農政局で実施している「食の知っ

得講座」に食生活指針を実践につなげるためのツ

ールとして作成された「食事バランスガイド」を

普及するための講座を設け、普及・啓発に務めた

（62回）。

オ 農産物等の輸出の取組を支援

世界的な日本食ブームの広がり、アジア諸国での

経済発展に伴う高所得者層の増加等により、高品質

かつ安全性に対する信頼が高い我が国農林水産物・

食品の輸出拡大の可能性が増大している。管内では

二十世紀梨（鳥取県）が代表的な輸出品目となって

いるが、このほか、台湾ではヘルシー元氣米（島根

県）が定番商品として着実に輸出量を伸ばしてきて

いる。また、他県においても、県や JAが「輸出協議

会」を立ち上げ、台湾への試験輸出を行う等農産物

の輸出に向けた機運が一段と高まってきている。

こうした中、農政局では、平成16年度に立ち上げ

た「中国四国地域農産物等輸出促進連絡会議」を継

続的に開催し（平成17年８月）、関係機関の意見交換

を通じて輸出に向けた具体的な課題について検討す

るとともに、中国人留学生を対象にした「農林水産

物等輸出促進に関するアンケート」調査の実施、試

食会の開催等、輸出促進情報の積極的な発信にも取

り組んでいる。

また、生産者等の輸出志向の醸成や、輸出の現状

を広く知っていただくため、近年輸出市場として注

目されている東アジア地域を対象に相手国の貿易制

度、食品等の流通経路、市場動向等を紹介した「農

林水産物・食品輸出促進セミナー」（平成17年12月）

を㈱電通と共同で開催した。

カ 意欲ある担い手の育成・確保

管内では、高齢化・過疎化による担い手不足を背

景として、中山間地域を中心に、集落の合意に基づ

いて農業生産を行う集落営農の取組が行われてい

る。

集落営農の発展に向けた啓発を行うという観点か

ら、「中国四国集落営農・特定農業法人サミット」（８

月10日）を岡山市で開催するとともに、統計・情報

センター及び農政事務所において、集落営農実態調

査や意向調査等を実施（６月21日公表）するととも

に、 集落営農の組織化の優良事例集」を活用し、集

落営農の推進に取り組んだ。

このほか、集落営農に関する農家意向のアンケー

ト」ツールを作成（７月１日農政局ホームページにア

ップ）し、集落営農を検討中の地域等に情報提供す

るとともに、相談活動を実施し、集落営農の取組を

支援した。

法人化の動きでは特定農業法人となっている組織

も多く、平成18年３月末現在で162法人（全国345法

人（速報値））で、全国の約半分を占め、これら特定

農業法人は、効率的かつ安定的な経営体として、地

域において重要な役割を果たしている。また、認定

農業者数は、16,557経営体（18年３月末現在）とな

っている。

新規就農者（39歳以下）は433名（速報値）、農村

女性による起業数は1,257件となっている。

また、担い手への農地の利用集積等を促進するた
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め「担い手への農地利用集積の事例集」を作成し、

市町村等へ配布するとともに農政局ホームページに

その内容を掲載した。あわせて、担い手への利用集

積の実態等を把握するため、市町村に出向き意見交

換を行った。さらに、経営所得安定対策等大綱の決

定を受け、これまでの局内体制を再整備し、11月７

日に「経営所得安定対策等推進本部」を設置し、担

い手育成総合支援協議会及び農政局出先機関で組織

する支援チームと連携して、各種説明会・情報交換・

意見交換等を実施し、19年産から始まる品目横断的

経営安定対策の周知徹底と担い手の育成・確保に向

けた支援活動を行った。

キ 豊かで住み良い農村地域の振興

ア 都市と農山漁村の共生・対流を一層推進するた

め、関係地方支分局との連携により、平成17年10

月に岡山市において、「都市と農山漁村の共生・対

流の新しい展開について」をテーマに「オーライ

ニッポン都市と農山漁村の共生・対流シンポジウ

ム2005in中国・四国」（参加人数250名）を開催し

た。

また、農政局ホームページ「都市と農村の交流」

のコーナーに管内の取組事例や関連施設の情報等

を掲載した。

イ 多面的な役割・機能を有し、地域の貴重な「資

源」である農地・農業用水等を、農業者だけでな

く一般住民を含めみんなで保全・管理していくこ

との必要性について理解を深めて頂くことを目的

として、平成17年10月に広島市で「水土里フォー

ラム in広島」を開催するとともに、消費者の部屋

でも、資源保全の必要性を紹介した。

ウ 中山間地域活性化に資するため、昨年に引き続

き地域再生の優良地区において、学識経験者・地

域リーダー等を交えた「元気ある中山間地域現地

検討会」（２地区）を開催し、地域活性化のノウハ

ウ等について意見交換を行った。また、平成17年

度から継続実施となった中山間地域等直接支払制

度（新対策）の普及・推進を図るため、各県各市

町村担当者等を対象とした制度説明会(４月)を始

め、農業団体及び集落代表者等を対象とした現地

説明会（13ヶ所）を実施し、きめ細かい制度説明

及び指導を行った。

エ 鳥獣被害防止対策の具体的な取組の推進と幅広

い情報の発信により、総合的な被害防除対策を推

進するため、「鳥獣害対策推進セミナー」(９月)等

を開催するとともに、「中国四国地区鳥獣被害対策

連絡会議」(９月)の開催等により鳥獣対策に携わ

る関係機関、関係部局の横断的な連携を図った。

⑷ 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、関係省庁地方機関、管内各県、農業関係団体、食

品産業団体等と連携し、各事業の啓発、情報交換を行

っている。

米粉利用拡大のため、中国四国米粉食品推進協議会

ならびに各県の米粉食品普及推進協議会と連携し、米

粉料理のレシピ等の作成、パネル展、米粉パン等の実

技演習等ワークショップの開催（37ヶ所）、各種イベン

トでの米粉食品の展示販売及びシンポジウムを開催し

た。

また、米粉料理レシピの作成、配布、米粉に関する

情報をメールマガジン ココねっと通信」（年10回）を

配信した。

バイオマス利活用の普及推進のため、中国四国地域

バイオマス関係機関連絡会議（構成：４省11機関）と

連携し、メールマガジンを創刊するとともに、「バイオ

マス利活用シンポジウム」（２月）を開催した。

⑸ 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

対する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）へのアクセスも年々増加しており、

17年度のトップページアクセス件数は約35万8,000

件であった。メールマガジン「中国四国農政局あぐ

りレター」（平成13年５月創刊）の読者数は年々増加

しており、17年度３月末の読者数は約6,400人であっ

た。

また、「中国四国地域バイオマスメールマガジン」

を創刊し９回発行した（うち５回臨時号）。

イ 広報誌

行政機関、関係団体等を主な対象として、農業・

農村の動向、各種施策等の情報提供を行う「ライブ

農業中国四国」（隔月、各号6,000部）を発行した。

ウ ラジオ放送

１月の「食を考える月間」にあわせ、①食事バラ

ンスガイド、②食品表示をテーマに１月から２月に

かけて管内の民放８社を通じて６回にわたって放送

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、プレ

スリリース（185回、記者レク７回）を行った。また、

農政局記者クラブ以外の他県の報道機関には、各県
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の統計・情報センターを通じて情報提供を行った。

７ 九 州 農 政 局

⑴ 地域経済及び農業経営の概要

ア 地域経済

平成17年度の九州経済の動向をみると、生産は、

年度前半に一部で弱含む動きがみられたものの、年

度後半からは堅調になったことに加え、設備投資も

製造業を中心に高水準で推移した。また、個人消費

は、雇用・所得環境の改善を背景に、低調ながら持

ち直しの動きが続いた。大型小売店販売は伸び悩ん

でいるものの、住宅や家電販売に明るい動きがみら

れた。

雇用については、有効求人倍率が企業の業況改善

を背景に３年連続の改善となった。輸出は、過去最

高を記録した16年に引き続き好調で、九州の生産活

動における力強い牽引役となった。

イ 農業経営

平成17年の九州の販売農家１戸当たり農業所得は

132万円で、主業農家１戸当たりでは408万円となっ

た。

また、農業所得に農業生産関連事業所得、農外所

得及び年金等の収入を加えた農家総所得は、販売農

家１戸当たりで489万円、主業農家１戸当たりでは

505万円となった。

販売農家の農家所得のうちどれだけが農業所得に

依存しているかを示す農業依存度は36.0％、主業農

家では91.8％となった。

⑵ 農業生産の動向

ア 水 稲

平成17年産水稲の作付面積は、前年産に比べ400

増加し20万2,300 （前年比100.2％）となった。

作柄は、台風第14号による被害の発生と、高夜温

等で登熟が阻害され、乳白米、充実不良等が多く見

られたことにより10アール当たり収量474㎏、作況指

数94となった。

水稲うるちの収穫量を品種別にみると、ヒノヒカ

リが全体の56％を占めている。

イ 麦、大豆

平成17年産麦の作付面積は、３麦（小麦、二条大

麦、裸麦）全体で前年に比べ100 増加し５万5,100

（前年比100.2％）となった。

作柄は、10 当たり平均収量対比（％）でみると

小麦が114、二条大麦が104、裸麦が98となり、小麦、

裸麦は前年産の10 当たり収量を上回った。これは、

１～３月は低温・寡照に経過したため生育が遅れた

ものの、４月以降高温・多照に経過したことから生

育が順調に推移したためである。

また、平成17年産大豆の作付面積は２万2,600

（前年比94.2％）となった。これは、主に水稲への

転換により減少したものである。

ウ 野 菜

平成17年産指定野菜（14品目）のうち主産県の作

付面積は４万9,100 （前年比99.1％）となった。こ

れは、ばれいしょ、さといも等を中心に、労働力事

情等により作付中止や規模縮小及び他野菜への転換

がみられたためである。

また、平成17年産収穫量は164万トン(同100.3％)、

同出荷量は141万トン(同100.6％)となった。

エ 果樹、花き

平成17年産果樹の栽培面積は、生産者の高齢化、

担い手の減少等から、みかん、くり、かき、日本な

し等を中心に減少し４万7,300 （前年比97.9％）と

なった。

花きの作付（収穫）面積（主産県）は、切り花類

が3,180 （同99.4％）、球根類が111 （同96.5％）、

鉢もの類が325（同100.0％）、花壇用苗もの類が213

（同102.4％）となった。

オ 畜 産

肉用牛の飼養戸数（平成18年２月１日現在）は３

万8,300戸（前年比96.0％）、飼養頭数は101万頭（同

99.9％）となった。

乳用牛の飼養戸数（平成18年２月１日現在）は

2,880戸（同96.3％）、飼養頭数は14万8,500頭（同98.1

％）となった。

一方、豚の飼養戸数（平成18年２月１日現在）は

2,340戸（前回比（平成16年２月１日）92.1％）、飼

養頭数は308万1,000頭(同102.1％)となった。

各畜種とも、飼養戸数は減少しているものの、１

戸当たり飼養頭数は増加している。

カ その他

平成17年産かんしょの作付面積は１万8,400（前

年比105.7％）で、前年産に比べ1,000 の増加がみ

られた。これにより全国に占める九州の栽培面積割

合は45％となり、前年より２ポイント高まった。

また、いぐさは、主産県である熊本県の平成17年

産作付面積が1,630 （同94.8％）となった。これは

高齢農家を中心とした作付中止や規模の縮小があっ

たためである。

⑶ 主要な農政課題等をめぐる動き

ア 担い手の育成・確保に向けた取組み

九州農政局では、全国の担い手育成・確保運動を
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踏まえ、担い手育成・確保等を加速的に推進するた

め、17年２月に設立した「九州担い手タスクフォー

ス」が中心となり、品目横断的経営安定対策の推進

など地域の実態を踏まえた担い手の育成・確保を図

るため、各県・市町村・農協の担当者及び地域リー

ダー等を対象に第１～第４弾キャラバン活動を行う

とともに、「担い手育成推進マニュアル」「集落営農

の組織化・法人化事例集」等を作成、配布した。こ

のような取組により、17年12月に長崎県壱岐市に九

州初の特定農業団体が設立されるなど管内各地で営

農組織の設立が進んでいる。

また、農政局ホ－ムペ－ジに「担い手育成・経営

安定対策等推進九州メルマガ」を創設し、管内の独

自の取組等の情報提供も行っている。

イ 米政策改革の推進

九州農政局では、米政策改革を円滑に推進するた

め、米政策改革の趣旨の徹底、地域水田農業ビジョ

ンの実現や農業者等による自主的主体的な取組等を

促進した。

具体的には、生産調整方針を作成している管内の

全農協組合長等に新システムの周知活動を行うとと

もに、県、地域協議会への指導・助言を実施した。

また、18年３月を重点指導実施期間とし、生産調

整非参加者の大規模農業者への重点指導を実施し

た。

さらに、18年産米の生産目標数量の配分に当たっ

ては、農業者団体が主体となり、かつ需要に応じた

米づくりの要素を取り入れた配分となるよう、その

促進を図った。

ウ 農地・水・環境保全の取組み

地下水かん養など農業が持つ多面的機能や農地・

水・環境保全向上対策について、多くの方々に考え

てもらう機会とするため、平成17年10月21日、熊本

市において主婦や学生等の一般市民約200名が参加

した「その水 農がつくる 保る」シンポジウムを開

催した。

内容は、基調講演に続いて、研究者、水土里ネッ

ト、農家、主婦のパネリストによる、農業が持つ多

面的機能を維持することについてのパネルディスカ

ッションが行われた。パネリストからは、19年度か

ら講じようとする農地・水・環境保全向上対策の目

的や制度内容の紹介と多面的機能の維持・保全には

非農家を含めた地域全体での活動が重要である等の

意見が出された。

エ 食の安全及び消費者の信頼の確保に向けた取組み

食の安全に対する国民の関心の高まりを踏まえ、

農産物の生産段階での GAP（適正農業規範）の普

及・推進、牛肉及び食品トレーサビリティの促進、

食品表示制度の普及・啓発に努めるとともに、ホー

ムページやメールマガジン等を活用して、食の安

全・消費者の信頼確保に関する情報を提供した。

ア リスクコミュニケーション

九州農政局では、リスクコミュニケーションの

一環として、魚介類の栄養学的な有益性と有害物

質を具体例にあげながら、食品に含まれる栄養素

や有害物質について正しく理解し健康の増進に役

立てることを目的として、17年11月18日、福岡市

において魚食と健康に関する意見交換会を開催し

た。

これを含め、九州農政局では、内閣府食品安全

委員会、厚生労働省及び農林水産省の３府省の協

力による「食品に関するリスクコミュニケーショ

ン」を福岡市、熊本市及び鹿児島市で開催した。

イ 牛肉トレーサビリティ制度への対応

九州農政局では、牛肉トレーサビリティ制度が

円滑・適切に実施されるよう次の取組みを実施し

た。

○生産段階

九州管内の牛の管理者（生産者等）約４万２

千戸（飼養頭数約116万頭）を対象に立入検査を

実施し、管理者が行う出生や異動の届出及び耳

標装着等について確実かつ適正に行うよう監

視・指導を行った。

○流通段階

九州農政局管内にあると畜場（36）、食肉卸業

者（886）、食肉小売業者（7,408）、特定料理提

供業者（1,604）を対象に立入検査を実施し、個

体識別番号の表示状況や帳簿等の記録状況の点

検を実施した。

また、と畜場から出荷された枝肉と小売店で

販売されている牛肉を調査するため、と畜場と

小売店の牛肉からサンプルを採取し、(社)家畜

改良事業団において DNA鑑定による照合調査

を行った。

ウ 農薬の指導

九州農政局は、各県と連携して関係者に対する

農薬の適正な販売・使用の指導等を17年度も引き

続き行った。その結果、無登録農薬の販売・使用

の実態は認められなかった。

また、ポジティブリスト制度の施行に伴い各県

農薬担当・防除指導者、地域の普及指導センター

担当者及び JA担当者を対象に「農薬適正使用指
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導に関する対策会議」(平成18年３月29日)を開催

し、制度及び農薬の飛散低減対策等について周知

徹底を図るとともに、生産者を対象とした、飛散

低減対策マニュアルの配布、研修会の開催、記帳

運動等により適切な農薬使用を図るよう、説明・

指導を行った。

エ 食品表示関係

食品の品質表示に対する対応として、九州農政

局は、日常的に小売店舗を巡回し生鮮食品を中心

に表示調査を行っているが、その他に17年度は次

の品目について、原産地等の表示根拠を納品伝票

等で確認した。

○米国での BSE感染牛の発生を受け、16年１月

から牛肉等。

○青果物、畜産物（牛肉を除く）及び水産物から

毎月４品目。

さらに、社会的ニーズを踏まえ、選定した品目

を対象に「特別調査」を実施しており、17年度「「マ

グロ」の表示」、「大豆加工品の「国産大豆使用」

表示等」、「精米及び加工米飯」、「根菜類の表示」

について調査した。

また、有機農産物、特別栽培農産物及び「無農

薬」等の表示が付された農産物について、その表

示根拠の確認を行った。

オ 食育の推進

九州地域の特色を生かした九州地域に相応しい食

育のあり方、今後の方向性等について議論するため

九州地域食育推進協議会を開催し、協議会における

議論を踏まえ、食育、特に体験活動を実施している

関係者の活動内容等の情報をデータベース化し情報

発信することと、地域版の食事バランスガイドの作

成を柱とする「みんなで創ろう食育アイランド九州」

の取組みを決定した。18年度においては、これに沿

ってホームページ等による情報発信を積極的に行っ

ている。

１月の食を考える月間においては、「親子で食育

―たべものさん、ありがとう―」をテーマに、子ど

もの頃からの食体験の重要性等についてシンポジウ

ムを開催した。

地域における食育の推進を図るため、様々な関係

者と連携しつつ、意見交換会や講師派遣（出前講座）

等を885件実施し、対象者数は約４万９千人となって

いる。これらのうち、農政局（農政事務所を含む。）

が自ら企画・開催した比較的規模の大きい意見交換

会は67回で、参加者数は3,827名となっている。

カ 有明海再生に向けた取組み

（目 的）

農林水産省では、平成16年度から有明海の環境変

化の仕組みの更なる解明のための調査・現地実証を

実施しており、九州農政局は以下の調査に取り組ん

でいる。

また、平成17年７月には、有明海の環境変化の要

因解明に資する調査及び現地実証について、その手

法及び効果的な実施のための意見交換を目的とし

て、関係する漁業者、国、県及び研究機関で構成す

る「有明海漁場環境改善連絡協議会」を設置し、漁

業者の方々と一緒になって有明海全域で調査・現地

実証を行っている。

（調査の実績）

①底質環境調査、②二枚貝類等生息環境調査、③

貧酸素現象調査、④赤潮調査、⑤潮流観測調査、⑥

調整池排水拡散調査

キ 農林水産物輸出促進に向けた取組み

九州では、各地で農林水産物・食品の輸出の動き

が活発化しており、海外市場において、あまおう（い

ちご）、新高（日本なし）等は高い評価を得ている。

農林水産省では、17年11月に宮崎市で「日本食品・

農水産物輸出促進セミナー」を開催し、九州地域の

農業・食品産業関係者が、農産物、加工食品を輸出

するに当たっての方策等の意見交換を行った。

また、九州農政局では、海外からの旅行者や留学

生を活用し、九州における輸出促進に関する課題及

び輸出促進方策等についての調査・検討等を目的と

した「ビジターの活用等による九州の農林水産物・

食品の輸出促進検討調査」を行った。

ク バイオマス利活用の推進

バイオマスの利活用推進のため、関係省庁の出先

機関・県等で構成する「九州地域バイオマス関係機

関連絡会議」を開催し、情報の共有と連携の強化を

図るとともに、バイオマスの認知度を高め、理解醸

成を図るため、シンポジウム、施設研修会等の開催

やパンフレット、ホームページ等による普及・啓発

を行った。

また、バイオマス利活用に関心のある各市町村等

へタウン構想策定と交付金の活用促進について働き

かけを行うとともに、バイオマスタウン構想の実現

に向け、バイオマスの発生から利用までの総合的利

活用システムの構築に必要な取組みを支援した。

さらに、九州においてバイオマスタウン構想が公

表されている市町村等を対象として、情報交換、交

流促進等を図ることを目的に九州バイオマスタウン

ネットワークを設置した。
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⑷ 関係機関との連携強化

ア 農業者、農業団体、食品加工業者、流通業者、消

費者等との双方向の意思疎通を図る「国民参加型農

政」を展開していくため、地域の各層の幅広い関係

者からの農政全般に対する提案等についての積極的

な意見交換の場として地域農業の担い手、地産地消

等をテーマとし、「明日の地域を語る会」を各県で開

催した。

イ 食品表示に関しては、JAS法のほか、「食品衛生

法」等関連する法律があり、またその監視・指導も

様々な機関が関与するため、これら関係機関の連携

が重要である。

このため、厚生労働省九州厚生局、公正取引委員

会事務総局九州事務所、（独）農林水産消費技術セン

ター門司センター及び九州農政局をメンバーとする

九州地域食品表示関係四機関連絡会議を17年度は３

回開催し、連携を深めた。

また、JAS法に基づく食品品質表示について、消

費者に対する情報提供や生産者、事業者に対する指

導・監視を的確に実施するため、県、（独）農林水産

消費技術センター門司センター及び地方農政事務所

をメンバーとする九州ブロック食品品質表示関係機

関連絡会議を17年７月に開催した。

⑸ 広 報 活 動

九州農政局では、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」、当局及び農政事務所等のホームペ

ージ、広報誌「アグリン」、プレスリリース、明日の地

域を語る会等あらゆる機会や媒体を通じて、食料・農

業・農村に関する迅速、正確かつ分かりやすい情報の

提供に努めている。さらに、インターネットを活用し、

九州各地で農業及び地域の振興・活性化に取り組んで

いる人を対象に E-mail情報（いわゆるメールマガジ

ン）「アグリ・インフォ九州」、「担い手育成・経営対策

等推進九州メルマガ」の配信を行っており、18年３月

現在の登録会員数は延べ8,642人となっている。

また、消費者との対話・交流を図る場として「九州

農政局消費者の部屋」を設置するとともに、各種イベ

ント等において「移動消費者の部屋」を開設し消費者

に対する農林水産行政一般、食料、食生活についての

消費者相談及び情報提供、啓発を行っている。（移動消

費者の部屋は17年度は105回開設）
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表５ 平成17年度主要事業の実績整理表

（単位：百万円）

事 業 名 東 北 関 東 北 陸 東 海 近 畿 中国四国 九 州

農産物の安全性確保 53 17

⑴ 土壌有害物質リスク管理対策推進事業 53 17

トレーサビリティシステムの確立 60 290 82 41

⑴ ユビキタス食の安全・安心システムモデル地区整
備事業 60 290 82 41

農業・食品産業競争力強化支援事業 441 169 714 139 111 2,451 423

⑴ 広域連携等産地競争力強化支援事業 441 169 714 139 111 2,451 423

農業経営対策 1,608 16,829 3,599 3,235 4,965 6,700 1,519

⑴ 農業委員会事業推進 1,608 16,829 3,599 3,235 4,965 6,700 1,519

経営構造対策等 163

⑴ 広域連携アグリビジネスモデル支援事業 163

農地保有合理化促進対策 1,658 358 439 120 155 251 288

⑴ 農地保有合理化促進対策事業 1,658 358 439 120 155 251 288

農村振興対策事業 5,020 5,154 4,210 2,427 2,287 12,555 7,397

⑴ 農村振興対策事業 2,257 3,579 1,743 1,091 522 6,246 8

ア 基盤整備促進事業 2,257 3,579 1,302 533 522 5,784

イ 遊休農地解消総合対策事業

ウ 農村振興支援総合対策事業
（情報基盤整備事業） 441 558 462

エ 都市農業支援総合対策事業

オ 地域農業構造対策事業

⑵ 中山間地域等振興対策推進事業 2,763 1,277 2,251 731 1,765 6,016 5,104

ア 就業機会確保促進事業 3 12

イ 中山間地域等直接支払交付金 2,763 1,277 2,248 731 1,765 6,004 5,104

⑶ 山村振興等対策事業 298 216 389 293

ア 新山村振興等農林漁業特別対策事業 298 216 389 293

⑷ 活動火山周辺地域防災営農対策事業 2,285

ア 活動火山周辺地域防災営農対策事業 2,285

海岸事業 993 430 876 111 1,667 2,592

⑴ 海岸保全施設整備事業 750 295 646 111 1,397 2,485

⑵ 海岸環境整備事業 243 135 230 270 102

⑶ 公有地造成護岸等整備事業 5

農業生産基盤整備事業 61,264 32,326 36,814 9,634 11,402 23,904 49,621

⑴ かんがい排水事業 12,291 4,751 11,451 3,470 2,359 4,495 7,870

⑵ 経営体育成基盤整備事業 45,447 18,922 23,032 4,184 6,799 11,221 20,232

⑶ 諸土地改良事業 1,493 138 960 569 825 1,760 1,293

⑷ 畑地帯総合農地整備事業 2,033 8,515 1,371 1,411 1,418 6,428 20,226

農村整備事業 48,733 54,561 34,495 27,253 4,850 63,709 56,501

⑴ 農道整備事業 8,259 8,060 6,052 4,516 3,855 18,399 13,753

⑵ 農業集落排水事業 24,206 25,989 12,988 12,959 7 20,892 12,564

⑶ 農村総合整備事業 1,765 2,051 1,344 1,012 81 1,712 3,620

⑷ 農村振興整備事業 4,768 7,201 4,857 4,344 901 6,856 8,894

⑸ 中山間総合整備事業 9,735 11,260 9,254 4,422 6 15,850 17,670

農地等保全管理事業 10,782 11,916 18,951 12,786 9,378 18,856 23,776

⑴ 直轄地すべり対策事業 799 1,621

⑵ 農地防災事業 7,969 7,617 9,035 8,357 6,546 11,273 12,163

⑶ 農地保全事業 886 1,692 2,861 75 753 3,464 8,043

⑷ 農村環境保全対策事業 230 2,235 3,007 3,427 857 1,020 1,762

⑸ 土地改良施設管理事業 1,697 372 3,249 927 1,222 1,478 1,808

― ―302 第10章 地 方 農 政 局



（単位：百万円）

事 業 名 東 北 関 東 北 陸 東 海 近 畿 中国四国 九 州

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 4,496 3,618 2,816 1,008 1,978 7,587 8,006

⑴ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 4,496 2,816 1,008 1,975 7,587 8,006

農業施設災害復旧事業 2,466 1,208 15,411 2,083 21,833 22,940 17,327

⑴ 農業用施設災害復旧事業 1,914 525 10,371 1,555 12,719 15,132 9,360

⑵ 農地災害復旧事業 552 677 5,040 417 9,113 6,904 7,890

⑶ 海岸保全施設等災害復旧事業 6 111 1 904 77

農業施設災害関連事業 12,211 7,943 9 71 425 3

⑴ 農業用施設等災害関連事業 12,211 7,943 9 71 425 3

土地改良事業 44,949 26,518 26,014 12,687 18,945 26,485 33,089

⑴ 国営かんがい排水事業 37,637 19,651 19,717 8,589 10,094 6,806 32,099

⑵ 国営総合農地防災事業 4,202 6,709 6,187 3,979 4,117 13,964 395

⑶ 国営造成施設管理事業 146 110 119 1,307 99

⑷ 国営農用地再編整備事業 3,110 12 3,428 5,715 496
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表６ 農林漁業金融

（単位：百万円）

資金の種類 東 北 関 東 北 陸 東 海 近 畿 中国四国 九 州

１ 農林公庫資金 28,424 51,563 11,667 26,782 9,188 20,731 19,031

⑴ 農業経営基盤強化資金 12,739 12,624 2,236 2,419 1,817 6,315 9,382

⑵ 経営体育成強化資金 406 666 159 144 262 467 442

⑶ 農業基盤整備資金 2,566 3,257 2,134 453 718 3,773 1,800

⑷ 担い手育成農地集積資金 3,032 1,531 1,850 208 407 742 1,075

⑸ 農業経営維持安定資金 662 625 10 0 112 516 903

⑹ 中山間地域活性化資金 62 911 304 1,870 397 591 875

⑺ その他 8,956 31,948 4,975 21,688 5,474 8,327 4,555

２ 農業近代化資金 3,040 8,653 4,386 2,960 1,033 3,432 19,821

⑴ 個人施設 2,220 7,327 991 2,764 708 2,837 15,664

⑵ 共同利用施設 820 1,326 3,395 196 325 595 4,157

３ 農業経営改善促進資金 2,223 676 806 2,924 172 965 1,645

４ 天災資金 0 0 0 0 0 0 0

⑴ 経営資金

⑵ 事業資金

５ 農業改良資金 301 353 114 490 186 220 444

６ 就農支援資金 236 718 101 521 173 246 787

表７ 各種交付金調

（単位：百万円）

交付金の種類 東 北 関 東 北 陸 東 海 近 畿 中国四国 九 州

食の安全・安心確保交付金 533 2,289 205 113 367 602 1,384

強い農業づくり交付金 6,851 8,872 1,748 6,541 3,731 8,144 16,311

元気な地域づくり交付金 3,837 5,291 2,938 552 4,315 4,466 2,850

バイオマスの環づくり交付金 1,867 5,874 402 406 548 240 2,769
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