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この年報を利用される方に

１　期　　間

　本書は、基本的に平成22年（2010年）４月１日から平成23年（2011年）３月31日

までの農林水産行政の各分野において講じた施策等について記したものである。

２　構　　成

　本書は、第１編「総論」と第２編「各論」から構成されている。

⑴　第１編は、農林水産行政全般を概観したもので、農業、林業、水産業に分け

てその動向と背景、講じた施策及び行政機構と予算措置について総括的に解説

している。

⑵　第２編は、局庁ごと（第12章まで）に分けてその所管する分野について、各

分野の動向と講じた施策等を詳細に解説している。

⑶　巻末に付録として農政日誌を収録し、年度間の動きを時系列で把握し得るよ

う編集している。

　なお、幹部職員名簿及び農林水産省組織図は同じく巻末に掲げたとおりであ

る。
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第１節　農　　業

１　施 策 の 背 景

　農林水産業と農山漁村は、食料の安定供給はもとよ
り、国土や自然環境の保全、地域における雇用機会の
創出、文化・教育の場の提供等、国民生活において重
要な役割を担っている。
　しかし、我が国の農業をめぐる環境は、生産額の減
少、就業者の高齢者割合の増加、農地の荒廃など厳し
い状況にある。
　このような状況を踏まえ、平成22年３月に閣議決定
された「食料・農業・農村基本計画」に基づき、戸別
所得補償制度をはじめとした新たな農政を積極的に展
開した。
　また、東日本大震災の被災地に対する水や食料の調
達や、農業の復旧等に全力を挙げた。

２　講じた施策の重点

⑴　食と農林漁業の再生
　平成22年３月30日に閣議決定された「食料・農業・
農村基本計画」に基づき、平成22年４月に戸別所得補
償制度のモデル事業を開始するなど、新たな農政を展
開した。また、11月30日に設置された政府の「食と農
林漁業の再生推進本部」において、食と農林漁業の再
生に向けた検討が進められた。

⑵　食料の安定供給の確保
ア　食の安全と消費者の信頼確保
　食品の安全に対する不安に対応するためには、
「後始末より未然防止」の考え方を基本として、国
産農林水産物や食品の安全性を向上させることが重
要である。そこで、農業生産工程管理（GAP）、や
危害分析・重要管理点（HACCP）手法の導入を支
援した。
　また、平成21年４月に公布された「米穀等の取引
等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法
律（米トレーサビリティ法）」に基づき、平成22年
10月から、米国等の取引等の記録の作成・保存を義

務付けた。
イ　食料自給率の向上に向けた取組
　食料自給率の向上を図るためには、生産面での取
組のみならず、消費面での取組が重要であることか
ら、平成20年10月に立ち上げた「フード・アクショ
ン・ニッポン」による国産農産物の消費拡大に向け
た取組を引き続き進めるとともに、米粉の認知拡大
を図り、消費量の増大及び食料自給率向上につなげ
ることを目的として、「米粉倶楽部」による取組を
行った。
ウ　国際交渉への対応
ア　EPA/FTA交渉における取組
　近年、WTO加盟国が増加する中で、各国間の
意見調整に時間を要するようになり、貿易自由化
の遅れが懸念されている。このような状況を背景
として、各国が特定の国・地域間で関税撤廃等を
行うEPA/FTAを貿易促進の手段として活用する
動きが広がっている。　　
　EPA/FTA交渉については、我が国の食の安
全・安定供給、食料自給率の向上、国内農業・農
村の振興などを損なうことは行わないという基本
的な姿勢を堅持しながら、政府一体となって戦略
的に交渉に取り組んだ。平成22年５月には日中韓
FTAについて、平成22年６月には日ペルー FTA
について、それぞれ共同研究を開始した。
　なお、環太平洋パートナーシップ協定（TPP)
については、平成22年11月に閣議決定された「包
括的経済連携に関する基本方針」に基づき、情報
収集のための協議を行った。
イ　APEC等における取組
　平成22年10月、新潟県において開催された食料
安全保障担当大臣会合において「APEC食料安全
保障に関する新潟宣言」等が採択された。
　また、同月カンボジアで開催されたASEAN+3
の第10回農林大臣会合において、食料安全保
障の確保の観点から、ASEAN+3緊急米備蓄
（APTERR）等への支援、各種農林水産協力につ
いて説明し、支持を得た。

エ　口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザへの対応

第１章　平成22年度農林水産行政の概観
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　口蹄疫については、４月20日から７月５日までの
間、宮崎県の292農場において発生が確認されたこ
とを受け、自衛隊・警察等の協力を得つつ、政府と
宮崎県が一丸となって、一般道を含む消毒や家畜の
処分・埋却等の防疫措置を実施した。
　また、高病原性鳥インフルエンザについては、平
成22年11月から平成23年３月までの間に９県24農場
で発生が確認された。このため、飼養家きんを疑似
患畜として殺処分するとともに、必要な防疫措置を
講じた。
　これらの発生を受け、防疫対応の強化を図るた
め、平成23年３月、家畜伝染病予防法の一部を改正
する法律案が閣議決定され、同月成立した。

⑶　農業の持続的な発展
ア　戸別所得補償制度
ア　意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・
確保
　食料自給率の向上を図るとともに、農業と地域
を再生させ、農山漁村に暮らす人々が将来に向け
て明るい展望を持って生きていける環境をつくり
上げていくため、戸別所得補償制度を導入した。
　平成22年度においては、戸別所得補償制度モデ
ル事業により、担い手を含めた意欲ある農業者の
経営の安定を図った。このモデル事業では約116
万の農家及び集落営農に対して支払いが行われた。
　さらに、意欲ある農業者の資金調達を支援する
ための低利融資や無担保、無保証人での融資、経
営規模の拡大や経営の多角化を図るために必要な
農業用機械・施設等の整備に係る支援、新規就農
者の農業技術・ノウハウ習得のための研修支援等
を行った。
イ　戸別所得補償制度の本格実施に向けた作業
　平成23年度からの本格実施が予定されていた戸
別所得補償制度について、平成22年度のモデル事
業で得られた知見を踏まえて制度設計を行い、水
田農業に加えて、麦や大豆等の畑作物にも対象を
拡大することとした。
　また、農業の体質強化を図る観点から、新た
に、経営規模を拡大した農業者に10a当たり２万
円を交付する「規模拡大加算」を導入することを
決定した。

イ　農山漁村の６次産業化
　我が国の農山漁村を再生するため、「農林漁業の
６次産業化」を推進し、農林水産業・農山漁村の
「地域資源」を活用する事業など新たなビジネスに
生産者が取り組むことを後押しした。

　また、農山漁村の６次産業化を一層推進すること
などを目指した「地域資源を活用した農林漁業者等
による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用
促進に関する法律」が、平成22年12月に公布、平成
23年３月に全面施行された。
ウ　輸出促進
　平成29年までに農林水産物等の輸出額を１兆円水
準にするという政府目標の達成に向け、促進事業を
展開した。
エ　緑の水の環境技術革命の策定
　農林水産業・農山漁村に存在する豊富な資源と他
産業の持つ革新的技術との融合により、素材・エネ
ルギー・医薬品等の分野において、農山漁村地域に
新たな産業の創出を図るため、平成23年２月に緑と
水の環境技術革命総合戦略を策定した。

⑷　農村の振興
ア　都市と農山漁村の交流の促進
　「オーライ！？ニッポン」（都市と農山漁村の共
生・対流推進会議）等で見出された優良事例につい
て、シンポジウムの開催等を通じ広く国民に向けた
情報発信を行うとともに、ネットワーク化を進める
ことにより、全国的な取組への発展を図った。さら
に、「農林漁家民宿おかあさん100選」を選定し、こ
れを紹介することにより、都市と農山漁村の交流を
促進した。
イ　中山間地域等の振興
　傾斜地が多く、まとまった農地が少ないなどの制
約があり、規模拡大が困難な上、定住条件の整備が
立ち遅れる中山間地域において、基幹産業である農
業の振興を図るとともに、多様な就業機会の確保、
更には都市地域に比べて立ち遅れている生活環境の
整備を進めた。
　特に、中山間地域等における耕作放棄の発生を防
止し多面的機能を確保する観点から、中山間地域等
直接支払制度を実施した。
ウ　鳥獣害対策の推進
　市町村における被害防止計画の作成を推進すると
ともに、計画に基づく鳥獣の捕獲体制の整備、箱わ
なの導入、防護柵の設置、緩衝帯の設置、捕獲鳥獣
の地域資源としての利活用等の総合的な取組を支援
した。
　また、平成23年３月には、地域の技術指導者向け
に、捕獲した獣肉の利活用についての技術マニュア
ルを作成し、各都道府県等に配布した。
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３　財　政　措　置

　以上の重点施策を始めとする施策の総合的な推進を
図るため、必要な予算等の確保・充実に努め、平成22
年度農業関係予算一般会計予算額は、総額１兆9,018
億円となった。
　また、平成22年度の農林水産省関係の財政投融資計
画額は1,862億円となった。このうち主要なものは、
株式会社日本政策金融公庫（農林水産業者向け業務）
への計画額1,720億円となっている。

４　税制上の措置

　重点政策をはじめとする施策の総合的な推進を図る
ため、以下をはじめとする税制措置が講じられた。

⑴　農業者等の経営の直接支援
ア　ハウス栽培等で使用する農林漁業用A重油に係る
免税・還付措置の適用期限を１年延長（石油石炭税）
イ　農林漁業者等が機械等を取得した場合の特別償却
制度または税額控除制度の適用期限を２年延長（所
得税・法人税）

⑵　循環型社会構築の推進
　「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関
する法律」に基づく管理施設に係る課税標準の特例措
置について、その適用期限を２年延長したうえ、廃
止。なお、23年４月１日から24年３月31日までの間に
取得したものに係る課税標準を最初の５年間価格の４
分の３（現行３分の２）（固定資産税）、バイオ燃料製
造設備に係る課税標準の特例措置（３年間価格の２分
の１）の適用期限を２年延長（固定資産税）

⑶　農山漁村の活性化
ア　中核的地方卸売市場にかかる課税標準の特例措置
（５年間価格の３分の２）について、その適用期限
を１年延長したうえ、廃止（固定資産税）
イ　食品製造業者等が研究開発を行った場合の試験研
究費の増加額等にかかる税額控除制度について、そ
の適用期限を２年延長（所得税・法人税、法人住民
税）

５　農　業　金　融

　制度金融については、日本政策金融公庫融資制度に
ついて、農業をめぐる情勢が厳しくなる中で、意欲的
に生産拡大等に取り組む意欲ある農業者等を支える
ため、認定農業者が借り入れるスーパー L資金につい
て、資金繰りに余裕がない貸付当初５年間の金利負担
を軽減する措置の創設等を講じた。一方、昭和31年度
の制度創設以来、貸付主体が都道府県であった農業改

良資金について、その貸付主体を農業融資のノウハウ
を有する株式会社日本政策金融公庫等に変更するた
め、農業改良資金助成法の一部改正を行った。
　また、銀行等民間金融機関からの農業者等に対する
資金の円滑な融通が行われるよう、農業信用保証保険
法の一部改正を行った。
　このほか、農業近代化資金制度についても、スー
パー L資金と同様の金利負担軽減措置の創設等を講じ
た。

６　立　法　措　置

　第174 回国会（通常国会）において、
・「農業経営に関する金融上の措置の改善のための農
業改良資金助成法等の一部を改正する法律」
・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する
法律」
・「口蹄疫対策特別措置法」
　第176 回国会（臨時国会）において、
・「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の
創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法
律」
　また、第177 回国会（通常国会）において、
・「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」
が成立した。

第２節　林　　業

１　施策の背景

　我が国では、戦後を中心に造成された約１千万ha
の人工林が、造林・保育による資源の造成期から資源
の利用期に移行する段階にあり、資源の循環利用を通
じて、持続的な森林経営を確立することが求められて
いる。
　一方、木材の需要は、住宅着工戸数の減少等を背景
として、長期的に減少傾向にあり、このままで推移す
れば、人口の減少により、更に減少することが見込ま
れる。
　このような中、農林水産省では、平成21年12月に、
我が国の森林・林業を再生する指針となる「森林・林
業再生プラン」を策定して、10年後の木材自給率50％
以上を目指して、効率的かつ安定的な林業経営の基盤
づくりを進めるとともに、木材の安定供給と利用に必
要な体制を構築することとした。
　平成22年１月には、同プランを踏まえた具体的な改
革の内容を検討するため、「森林・林業再生プラン推
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進本部」を設置し、同本部の下に設置された検討委員
会において、精力的な議論が進められた。同年11月に
は、「森林・林業の再生に向けた改革の姿」として、
同プランの推進に当たっての具体的な対策について最
終とりまとめが行われ、同本部で了承された。
　また、平成22年５月には、第174回通常国会で、「公
共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
（平成22年５月26日法律第36号）が成立し、同年10月
に施行された。同法では、木材の利用促進に向けて、
政府が率先して木材利用に努めるとともに、地方公共
団体や民間事業者等にも主体的な取組を促すこととし
ている。

２　講じた施策の重点

⑴　地球温暖化の防止等の森林の有する多面的機能の
持続的な発揮に向けた整備と保全

　重視すべき機能に応じた多様で健全な森
も り

林づくりを
進め、併せて森林施業に不可欠な路網整備を計画的に
推進した。特に健全な森林の育成に必要な間伐の条件
整備や間伐材の利用促進を図りつつ推進した。
　また、森林の現況等に応じた治山施設の設置等や保
安林の適切な管理、森林被害に対する防除対策を推進
した。
　さらに、森林整備を社会全体で支えていくという気
運を醸成していくことが重要であることから、民間主
導の「美しい森

も り

林づくり推進国民運動」を支援するな
ど、国民参加の森

も り

林づくり等を推進した。また、森林
吸収量の算定等に向けたデータの収集・分析等を行っ
た。

⑵　林業の持続的かつ健全な発展と山村の活性化
　効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者を育成
し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林
業構造を確立するため、意欲ある林家や森林組合等の
林業事業体を、経営規模の拡大支援、競争力ある木材
産地形成のための施設整備等により育成した。
　また、「緑の雇用担い手対策事業」等により、林業
就業者を確保・育成した。
　地域の森林資源等を活かした新たな産業の創出や森
林と居住環境基盤の総合的な整備等、魅力ある山村づ
くりを支援した。
　また、山村地域の貴重な収入源である特用林産物に
ついて、生産・供給体制の整備とともに、安全性の情
報提供等を行い需要の拡大を図った。
⑶　林産物の供給及び利用の確保による国産材競争力

の向上
　施業の集約化、製材工場の大型化等を進め、品質・

性能の確かな製品を安定的に供給する生産・流通・加
工体制のモデル的な構築を図るとともに、林産物利用
の意義に関する国民への情報提供と普及、木質バイオ
マス等未利用資源の新規需要の開拓、住宅や公共施設
等への地域材利用の拡大を促進した。
⑷　森林・林業・木材産業に関する研究・技術開発と

普及
　森林の機能、地球温暖化対策、木質資源の有効利用
等に係る試験研究及び花粉症対策に有効な林木新品種
の開発等を実施した。

⑸　国有林野の適切かつ効率的な管理経営の推進
　公益的機能の維持増進を旨とする管理運営を推進す
るとともに、事業運営の効率化を図る中で、開かれた
「国民の森

も り

林」の実現に向けて取り組んだ。
⑹　持続可能な森林経営の実現に向けた国際的取組の

推進
　世界における持続可能な森林経営のための国際協
力、地球温暖化問題への対応や適切な木材貿易の推進
に取り組んだ。

３　財　政　措　置

⑴　財　政　措　置
　以上の重点施策をはじめとする諸施策を実施するた
め、林業関係の予算、国有林野事業特別会計予算及び
森林保険特別会計予算の確保に努めた（表１）。

表１　林業関係の一般会計等の予算額
（単位：百万円）

　　区　　　　分  22　年　度
林業関係の一般会計予算額  363,237
　治山事業の推進  86,333
　森林整備事業の推進  157,441
　災害復旧等  21,818
　保安林等整備管理  553
　森林計画  1,130
　森林の整備・保全  2,464
　林業・木材産業等振興対策  8,257
　森林整備・林業等振興対策  16,485
　林業試験研究及び林業普及指導  10,843
　森林病害虫等防除  942
　林業金融  1,787
　国際林業協力  596
　その他  54,588
国有林野事業特別会計予算額  467,247
森林国営保険事業・歳出  4,811
注：１）予算額は補正後のものである。               
   　２）一般会計には、内閣府及び国土交通省計上の予算
　　　　を含む。
   　３）総額と内訳の計が一致しないのは，四捨五入によ
　　　　る。
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⑵　森林・山村に係る地方財政措置
　森林・山村に係る財政措置として「森林・山村対
策」及び「国土保全対策」等を実施した。
　森林・山村対策としては、①公有林等における間伐
等の促進に要する経費、②国が実施する「森林整備地
域活動支援交付金」と連携した、「森林情報の収集活
動及び境界の明確化等」の活動に対する経費、③国が
実施する「緑の雇用担い手対策事業」と連携した林業
の担い手確保に必要な実地研修及び新規就業者定着の
ための福利厚生等への支援、④民有林における長伐期
･複層林化と林業公社がこれを行う場合の経営の安定
化の推進、⑤地域材利用のための普及啓発及び木質バ
イオマスエネルギー利用促進対策等に要する経費に対
して地方交付税措置を講じるとともに、⑥ふるさと林
道緊急整備事業に要する経費を地方債の対象とし、当
該経費に対して地方交付税措置を講じた。
　このほか、⑦公有林における作業道の整備に要する
経費に対して地方交付税措置を講じた。
　国土保全対策としては、①ソフト事業として、U･I
ターン受入れ対策、森林管理対策等に必要な経費に対
する普通交付税措置、②上流域の水源維持等のための
事業に必要な経費を下流の団体が負担した場合の特別
交付税措置を講じるとともに、③公の施設として保
全・活用を図る森林の取得及び施設の整備、農山村の
景観保全施設の整備等に要する経費を地方債の対象と
した。

４　立　法　措　置

　森林の有する公益的機能を十全に発揮するため、第
177回通常国会に、「森林法の一部を改正する法律案」
を提出した。

５　税制及び金融措置

　重点施策をはじめとする施策の総合的な推進を図る
ため、以下をはじめとする所要の税制及び金融措置を
講じた。
  法人税については、農林中央金庫の合併等に係る課
税の特例において、農林中央金庫等の合併に係る措置
の適用期限を３年延長する措置を講じた。法人税及び
所得税に共通するものとしては、中小企業者等に該当
する林業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又
は税額控除制度の適用期限を２年延長する措置を講じ
た。
  林業・木材産業改善資金の貸付け等を行う都道府県
に対し貸付けに用いる資金の造成に必要な経費を助成
したほか、木材産業等高度化推進資金により、木材の

生産及び流通を合理化し、木材の供給の円滑化を図る
ための資金等を低利で融通するなどの措置を講じた。

第３節　水　産　業

１　施 策 の 背 景

　古来より水産物は、我が国国民の重要な食料であ
り、食の多様化が進む現在においても、その消費量
は、他の国と比較して高い水準にある。
　また、地域ごとに特色のある水産物消費のあり方
は、我が国の伝統行事や食文化とも強く結びついてお
り、水産業や漁村は、人の「いのち」を支える食料と
しての水産物を安定的に供給するとともに、豊かで安
心できる国民生活の基盤を支えるといった多面的な機
能を有している。
　しかしながら、我が国の水産業は、資源状況の低
迷、漁業生産量の低下、漁業者の減少・高齢化や漁船
の老朽化による漁業生産構造の脆弱化、生産資材コス
トの増加などにより、大変厳しい状況に置かれている。
　こうした中、力強い水産業を確立するため、低位水
準にある水産資源の回復・管理の推進、我が国漁業の
将来を担う経営体の育成・確保と活力ある漁業就業構
造の確立、水産物の消費者への直接販売などを通じた
産地の販売力の強化などの加工・流通・消費施策等に
取り組んでいる。
　今後とも、「水産基本法」に基づき策定した「水産
基本計画」に従い、国民の参加と合意を得つつ、水産
施策を総合的かつ計画的に推進する。

２　講じた施策の重点

　平成19年３月に策定された水産基本計画に基づき、
水産資源の回復・管理を推進するとともに、将来にわ
たって持続可能な力強い水産業の確立を図るため、⑴
低位水準にとどまっている水産資源の回復・管理の推
進、⑵国際競争力のある経営体の育成・確保と活力あ
る漁業就業構造の確立、⑶水産物の安定供給を図るた
めの加工・流通・消費施策の展開、⑷水産業の未来を
切り拓く新技術の開発及び普及、⑸漁港・漁場・漁村
の総合的整備と水産業・漁村の多面的機能の発揮、⑹
水産関係団体の再編整備を総合的かつ計画的に推進し
た。 
⑴　低位水準にとどまっている水産資源の回復・管理

の推進
　水産資源に関する調査及び研究に関して、①資源評
価・予測の精度の向上、②地球環境変動の水産資源へ



第１章　平成22年度農林水産行政の概観― 8 ―

の影響の解明、③資源情報の積極的な提供を図った。
　我が国の排他的経済水域等における資源管理に関し
て、①漁業管理制度の的確な運用と資源の合理的利用
の促進、②資源回復計画の一層の推進、③密漁等の違
反防止対策の強化と漁業調整の円滑な推進を図った。
　公海域を含む国際的な資源管理に関して、①周辺
国・地域との連携・協力の強化と適切な漁業関係の構
築、②地域漁業管理機関を活用した資源管理の推進、
③責任ある漁業国としての適正な操業の実践を図った。
　海外漁場の維持・開発と国際協力の推進に関して、
①新漁場開発調査の実施と二国間・多国間協定に基づ
く操業の確保、②資源管理の取組に重点を置いた海外
漁業協力の展開を図った。
  海面・内水面を通じた水産動植物の生育環境の改善
と増養殖に関して、①森・川・海を通じた環境保全の
推進、②外来魚・カワウ、大型クラゲ等の野生生物に
よる漁業被害の防止対策の推進、③環境・生態系と調
和した増殖の推進、④水産防疫体制度の点検や強化の
検討等による持続的な養殖生産の推進を図った。
⑵　国際競争力のある経営体の育成・確保と活力ある

漁業就業構造の確立
　国際競争力のある経営体の育成・確保に関して、①
収益性重視の操業・生産体制の導入や省エネ・省人型
の代船や省力型の機器の取得等の支援によって経営転
換を促進する漁業構造改革対策等による漁業経営の体
質強化、②収入の変動による漁業経営への影響を緩和
する経営安定対策の導入、③融資・信用保証等の経営
支援施策の充実を図った。
　漁業生産資材の生産・流通・利用の合理化に関し
て、①燃油消費量削減又は生産性向上を進める取組に
必要な機器の取得に対する支援、②漁協系統、資材
メーカーをはじめとする関係者による生産・流通の合
理化に向けた取組と漁業者による生産現場での効率的
な利用に向けた取組を推進した。
　漁業保険制度の適切な運用に関して、①漁業共済制
度の収支の健全化、②漁船保険事業の適切な運用等を
図った。
　活力ある漁業就業構造の確立に関して、①就業希望
者に対する就業情報の提供、漁業就業相談会の開催、
漁業現場での長期研修の実施等による新規就業・新規
参入による雇用創出、②漁業の技術及び経営管理能力
の向上、③漁業の労働環境の改善、④水産に関する教
育の充実、⑤女性の参画や高齢者の活動の促進を図っ
た。

⑶　水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費
施策の展開

　産地の販売力強化と流通の効率化・高度化に関し
て、①電子商取引による機能的な統合を含む産地市場
の統廃合や高度な衛生管理に対応した流通施設の重点
的整備等による市場を核とした流通拠点の整備、②前
浜と消費者をつなぐ多様な流通経路の構築、③水産物
流通の効率化・高度化、④水産物の需給及び価格の安
定のための水産物の調整保管の適切な実施を推進した。
  水産加工による付加価値の向上に関して、消費者
ニーズに即した新製品の開発、近年需要が伸びている
分野への販路の開拓、中食産業・外食産業等の他産業
との連携を促進し、水産加工品の新たな需要の創出等
を図った。
　小売部門の強化に関して、魚介類の名称の店頭表示
に関するルールや具体例を示したガイドラインについ
て、引き続き関係者への周知等を行った。
  水産物の適切な輸入の確保と輸出戦略の積極的な展
開に関して、①水産物の輸入の確保、②ＨＡＣＣＰ手
法の導入を始めとする衛生管理体制の強化や養殖魚及
びＥＵ向け水産物の輸出実行プランの策定等の水産物
の輸出戦略の積極的な展開を図った。
  消費者との信頼のネットワークの構築を通じた水産
物消費の拡大と食育の推進に関して、①生産段階を対
象とした品質管理ガイドライン、小規模加工業者を対
象とした品目管理ガイドラインの策定等による水産物
の安全及び消費者の信頼の確保、②消費者への情報提
供の充実、③食育の推進を図った。
⑷　水産業の未来を切り拓く新技術の開発及び普及
　現場のニーズに対応する新技術の開発及び普及に関
して、省エネルギー技術の開発・実証・普及及びクロ
マグロの人工種苗生産技術の開発等を推進した。
　バイオマス資源の利活用の促進に関して、バイオエ
タノールの生産、未利用水産資源を利活用する技術の
開発等を推進した。
　知的財産の創造・保護・活用に関して、産地販売力
を強化する方策として取り組む水産物のブランド化等
を支援した。
⑸　漁港・漁場・漁村の総合的整備と水産業・漁村の

多面的機能の発揮
　力強い産地づくりのための漁港・漁場の一体的な整
備に関して、①国が漁場整備を行うフロンティア漁場
整備事業の実施等による我が国周辺水域の資源生産力
の向上、②国際競争力強化と力強い産地づくりを図る
ための水産物供給基盤の整備を推進した。
　安全で活力のある漁村づくりに関して、①災害に強
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い漁業地域づくりガイドラインの普及や減災計画策定
マニュアルの作成等による防災･減災力の強化、②社
会生活基盤の整備の推進等による生活環境の向上、③
地域資源を活かした漁村づくり及び都市と漁村の共
生・対流の促進を図った。
　漁業と海洋性レクリエーションとの調和がとれた海
面利用の促進に関して、プレジャーボート等の収容施
設の整備等を推進した。
　水産業・漁村の有する多面的機能の発揮に関して、
①離島漁業の再生を通じた多面的機能の発揮、②環
境・生態系保全活動の促進を図った。

⑹　水産関係団体の再編整備
　漁業協同組合系統の経営・事業の改革に関して、経
営不振に陥っている漁協の経営改善計画の早急な策
定・実施等による経営・事業改革等を促進した。
　その他水産関係団体の再編整備に関して、水産に関
する団体についてその位置付け・役割を見直した。

３　財　政　措　置

　水産関係予算の主な内訳は、次のとおりである。
（単位：百万円）

項　　　　目 平成 22 年度
一般会計合計 181,867
非公共（計） 97,551
公共（計）
　一般公共
　　水産基盤整備
　　漁港海岸
　災害復旧

84,316
83,203
82,227
976
1,113

注：１）一般会計予算には、内閣府、国土交通省計上の水
　　　　産関係予算を含む。
　　２）予算額は補正後予算額である。
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１　総　　　論

　平成22年度の定員及び機構については、時代の要請
に即応して行政の役割を見直すとともに、簡素にして
温かい政府の実現を図るとの基本的考え方に立ち、
「行革推進法」等を踏まえ、行政組織の減量・効率化
の一層の推進を図るため、従来にも増して厳選した要
求が行われた。特に、定員については、「国の行政機
関の定員の純減について」、「平成22年度以降の定員管
理について」（平成21年７月１日閣議決定）等を踏ま
え、地方支分部局の業務及びＩＴ化に係る業務につい
ての見直しに積極的に取り組むとともに、行政需要の
変化に対応した定員の再配置を進めつつ、純減を確保
することとされた。
　すべての独立行政法人について、「基本方針2009」
に基づき、「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年
12月24日閣議決定）を着実に実施することとし、確実
に要求・要望に反映するとともに、同計画上、平成21
年以降に結論を得ることとされている事項について
も、無駄を徹底して排除すべく組織・業務全般につい
て極力整理縮小する方向で見直しを進め、その内容に
ついて可能な限り反映させることとされた。
　また、各独立行政法人において、「独立行政法人整
理合理化計画」に基づき、随意契約の見直しを行うと
ともに、独立行政法人等の総人件費について平成18年
度以降の５年間で100分の５以上（年平均100分の１以
上）の削減を基本とする改革等に引き続き取り組むほ
か、独立行政法人が公益法人に造成した基金につい
て、「補助金等の交付により造成した基金等に関する
基準」（平成18年８月15日閣議決定）に沿った見直し
を行い、これらを踏まえ、運営費交付金等の財政支出
を抑制することとされた。

２　機　構　等

⑴　農林水産省設置法の一部改正
　農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業
改良資金助成法等の一部を改正する法律（平成22年法
律第23号）附則第13条による改正（平成22年10月１日
施行）

　農林水産省の所掌事務における「農業技術の改良及
び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する
知識の普及交換に関すること並びに農業改良資金の貸
付けについての助成に関すること」から、「並びに農
業改良資金の貸付けについての助成に関すること」が
除かれた。

⑵　農林水産省組織令の一部改正
ア　農業経営に関する金融上の措置の改善のための農
業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平
成22年政令第127号）による改正（平成22年10月１
日施行）
　経営局の所掌事務から、「農業改良資金の貸付け
についての助成に関すること」が除かれた。
イ　地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の
創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法
律施行令（平成23年政令第15号）附則第３条による
改正（平成23年３月１日施行）
　総合食料局及び同局食品産業企画課の所掌事務に
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の
創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法
律の施行に関すること」が追加された。

⑶　農林水産省組織規則の一部改正
ア　農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成
22年農林水産省令第30号）による改正（平成22年４
月１日施行）
ア　本省地方支分部局関係　
ａ　組織の改正等
⒜　地方農政局
　統計部統計企画課に統計指導官を新設。
⒝　地方農政事務所
①　農政推進課行政情報官を廃止。
②　統計部統計管理官及び地域統計企画官を
廃止。

⒞　事務所・事業所
①　大崎農業水利事務所及び大崎上流農業水
利事業建設所を廃止。　
②　土地改良調査管理事務所を改組。
⒟　北海道農政事務所

第２章　行　政　機　構
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①　統計部統計企画調整官を廃止。
②　統計部統計企画課に統計指導官を新設。

ｂ　専門官の新設
部 局 名　　名　称　　　　　所掌事務
統 計 部　　統計指導　　　　統計調査員その他の職
　　　　　　官　　　　　　員の養成に関する事項に
　　　　　　　　　　　　　ついての企画及び連絡調
　　　　　　　　　　　　　整並びに統計の作成に関
　　　　　　　　　　　　　する技術の指導に関する                          
　　　　　　　　　　　　　事務
イ　林野庁関係
ａ　組織の改正等
⒜　森林管理局
　計画部生態系管理指導官を廃止。

イ　農業経営に関する金融上の措置の改善のための農
業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に
伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令（平成
22年農林水産省令第36号）による改正（平成22年４
月23日施行）
ア　本省地方支分部局関係
ａ　組織の改正等
⒜　地方農政局
　生産経営流通部及び同部構造改善課の所掌
事務を変更。

ウ　農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成
22年農林水産省令第52号）による改正（平成22年10
月１日施行）
ア　本省内部部局関係
ａ　組織の改正等
⒜　大臣官房
①　総務課に報道広報審査官を新設。
②　情報評価課に広報審査官を新設。
⒝　総合食料局
　食品産業企画課に新事業創出専門官を新設。

ｂ　専門官の新設
部 局 名　　名　称　　　　　所掌事務
大臣官房　　報道広報　　　　報道関係者に対する広
　　　　　　審査官　　　　報についての審査及び連
　　　　　　　　　　　　　絡調整に関する事務
　　　　　　広報審査　　　　広報についての審査及
　　　　　　官　　　　　　び連絡調整に関する事務
総合食料局　新事業創　　　　食品産業その他の農林
　　　　　　出専門官　　　水産省の所掌に係る事業
　　　　　　　　　　　　　における新たな事業の創
　　　　　　　　　　　　　出に関する専門の事項に
　　　　　　　　　　　　　ついての企画、連絡調整

　　　　　　　　　　　　　及び指導に関する事務
イ　本省施設等機関関係
ａ　組織の改正等
⒜　植物防疫所
　横浜植物防疫所羽田空港支所を新設。
⒝　動物検疫所
　動物検疫所羽田空港支所を新設。

ウ　本省地方支分部局関係　
ａ　組織の改正等
⒜　事務所・事業所
　阿武隈土地改良調査管理事務所に新請戸川
農業水利事業建設所を新設。　　

エ　林野庁関係
ａ　組織の改正等
⒜　内部部局
　森林整備部計画課に国際森林減少対策調整
官を新設。

ｂ　専門官の新設
部 局 名　　名　称　　　　　所掌事務
森林整備部　国際森林　　　　国際的な森林減少防止
　　　　　　減少対策　　　対策に関する専門の事項
　　　　　　調整官　　　　についての企画及び連絡
　　　　　　　　　　　　　調整に関する事務
オ　水産庁関係
ａ　組織の改正等
⒜　内部部局
　資源管理部遠洋課に捕鯨情報企画官を新設。

ｂ　専門官の新設
部 局 名　　名　称　　　　　所掌事務
資源管理部　捕鯨情報　　　　捕鯨に関する情報の提
　　　　　　企画官　　　　供に関する専門の事項に
　　　　　　　　　　　　　ついての企画及び連絡調
　　　　　　　　　　　　　整に関する事務
エ　農林水産省組織規則の一部を改正する省令（平成
22年農林水産省令第65号）による改正（平成23年１
月１日施行）
ア　本省内部部局関係
ａ　組織の改正等
⒜　総合食料局

          商品取引所検査官の所掌事務を変更。
イ　本省地方支分部局関係
ａ　組織の改正等
⒜　地方農政局
　生産経営流通部食品課商品取引所検査官の
所掌事務を変更。

オ　地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の



― 13 ―第２章　行　政　機　構

創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法
律施行規則（平成23年農林水産省令第７号）による
改正（平成23年３月１日施行）
ア　本省地方支分部局関係
ａ　組織の改正等
⒜　地方農政局
　生産経営流通部及び同部構造改善課の所掌
事務を変更。
⒝　北海道農政事務所
　農政推進課の所掌事務を変更。

３　定　　　員

⑴　定員の増減状況
　「平成22年度以降の定員管理について」（平成21年７
月１日閣議決定）、「国の行政機関の定員の純減につい
て」（平成18年６月30日閣議決定）及び「国家公務員
の配置転換、採用抑制等に関する全体計画」（平成18
年６月30日閣議決定）に基づき、定員の合理化及び配
置転換等が行われる一方、定員増については、政府全
体を通じた一層の純減の確保という厳しい状況の下で
あるが、農林水産省において70人の新規増が認められ
たほか、内部振替及び総務省との各省間振替が行われ
た。
　定員増減の内訳は次のとおりである。
ア　行政機関職員定員令第１条定員
　　区　分　　　改正前　　　改正後　　　差引増減
　本　　　省  19,491人  18,470人  △ 1,021人
　林　野　庁  490人  487人  △ 3人
　水　産　庁  913人  908人  △ 5人
　　　計  20,894人  19,865人  △ 1,029人
イ　行政機関職員定員令第３条定員
　　区　分　　　改正前　　　改正後　　　差引増減
　林　野　庁  4,857人  4,769人  △ 88人
　　　計  4,857人  4,769人  △ 88人

⑵　定員関係法令の改正
　前記⑴の定員増減等のため、平成22年度における定
員関係法令の改正は次のとおり行われた。
ア　行政機関職員定員令の一部を改正する政令（平成
22年政令第84号）
イ　農林水産省定員規則の一部を改正する省令（平成
22年農林水産省令第31号）
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第３章　農林水産関係予算

第１節　農林水産予算の大要

１　総　　　額

（単位：億円）

当　初 (B) 補正後 (C) 対当初 対補正後 Ａ／Ｂ％

(23,802)

22,712 24,517 26,243 △1,806 △3,531 92.6

(6,285)

5,194 6,563 7,883 △1,369 △2,689 79.1

(6,092)

5,002 6,371 7,466 △1,369 △2,464 78.5

193 193 417 0 △225 100.0

5,931 6,342 6,407 △411 △476 93.5

11,587 11,612 11,953 △25 △366 99.8

　

※２ 上段（　）書きは、一括交付金への拠出額を含む金額である。

３ 食 料 安 定 供 給 関 係 費

※１　農林水産関係一般会計予算の総額は、内閣府、国土交通省等の他省所管の農林水産関係予算を含めて
　　上記のとおりである。

農 林 水 産 予 算 の 総 額

１ 公 共 事 業 費

２ 一 般 事 業 費

災 害 復 旧 等 事 業 費

一 般 公 共 事 業 費

22　年　度 比較増△減

23年度 (A)
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２　編 成 方 針

⑴　予算編成の基本方針
　平成23年度農林水産予算については、農林水産予算
の編成にあたっては、既存予算の徹底した見直しを行
い、政策の優先順位付けやコスト縮減を図る中で、農
業の戸別所得補償制度の本格実施や資源管理・漁業所
得補償対策の導入等、農林漁業者を直接支援する事業
に予算を重点的に配分したところ。

⑵　主な重点事項
ア　戸別所得補償制度の本格実施
ア　農業者戸別所得補償制度
ａ　麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれい
しょ、そば、なたねを生産数量目標に従って生
産する農業者に対し、標準的な生産費と標準的
な販売価格との差額を直接支払いにより交付す
る。
ｂ　水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦
略作物を生産する農業者に対し、主食用米並み
の所得を確保し得る水準の交付金を直接支払い
により交付する。
　また、戦略作物の生産性向上、地域振興作物
や備蓄米の生産の取組等を支援する ｢産地資
金」（481億円）を創設する。（なお、本制度の
円滑な導入を図る観点から、都道府県の判断で
畑地も対象とすることが可能である。）
ｃ　米の生産数量目標に従って生産する農業者に
対し、標準的な生産費と標準的な販売価格の差
額を直接支払いにより交付する。
ｄ　米の所得補償交付金と合わせて標準的な生産
費を補償するものとして、米の生産数量目標に
従って生産する農業者に対し、当年産の販売価
格が標準的な販売価格を下回った場合に、その
差額を直接支払いにより交付する。
ｅ　農地利用集積円滑化団体を通じて面的集積
（連坦化）がなされた農地に利用権を設定して
経営規模の拡大をした場合に20,000円／ 10aを
支払う規模拡大加算を導入する。
　また、畑の耕作放棄地に麦、大豆、そば、な
たねを作付した場合、畑地輪作での休閑緑肥の
導入をした場合に加算金を直接支払いにより交
付する。
ｆ　集落営農の法人化、直接支払いのために必要
なシステム開発等の経費を措置するとともに、
現場における事業推進や作付確認等を行う都道

府県、市町村等に対し必要な経費を助成する。
イ　条件不利地域における戸別所得補償制度の適切
な補完となるよう、農業者に生産条件の不利を補
正する交付金を交付する。
ウ　地域共同による農地・農業用水等の保全管理活
動に加え老朽化が進む農業用用排水路などの長寿
命化のための取組を支援する。
エ　地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い
営農活動に取り組む農業者に対して直接支援を実
施する。
オ　国内産糖と輸入糖との内外コスト差を調整し、
さとうきび生産者等の経営安定を図るための交付
金を交付する。

イ　農業生産基盤の整備
ア　国造成の基幹的水利施設の長寿命化対策を図り
つつ、食料自給率向上のための基盤整備を推進す
るとともに、戸別所得補償制度の本格実施に当た
り、戦略作物の生産拡大のための農地の区画整
理、用排水施設等の基盤を整備する。
イ　戸別所得補償制度の本格実施に当たり、戦略作
物の生産拡大のための排水条件の改良、老朽化施
設の修繕等を緊急に実施する。

ウ　生産対策の充実・強化
ア　野菜の価格低落時における生産者補給金等の交
付事業について、生産者の経営安定や契約取引等
への支援を強化する。
イ　果樹及び茶の改植等を実施した際の未収益期間
に対する経営支援及び果実の計画生産・出荷等を
推進する。
ウ　畜種ごとの特性に応じて畜産･酪農経営の安定
を支援し、意欲ある生産者が経営の継続･発展に
取り組める環境を整備する。
エ　戸別所得補償制度の本格実施に当たり、戦略作
物の生産拡大のための乾燥調製施設や加工施設の
整備等を緊急に実施する。
オ　戸別所得補償制度の本格実施に当たり、侵入防
止柵の整備等の鳥獣被害対策を緊急的に強化する。
カ　（独）農畜産業振興機構の砂糖勘定の収支改善
を図り、糖価調整制度の安定的な運営を確保する
ための交付金を交付する。

エ　農山漁村の６次産業化対策
ア　農林漁業者の加工・販売分野への進出やバイオ
マス等の地域資源を活用した新産業の創出を支援
する。これと併せて、農林漁業者が加工・販売す
る市場を拡大するため、国内市場の活性化、海外
市場の開拓を推進する。
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イ　食をはじめとする農山漁村の豊かな資源を活か
し、集落ぐるみで都市農村交流等を促進する取組
を国が直接支援する。
ウ　農業改良資金の拡充、無担保無保証人保証を措
置した新たな短期運転資金の創設等により６次産
業化の取組等を支援する。

オ　食の安全・消費者の信頼確保対策
ア　口蹄疫の侵入・まん延防止のため、発生予防の
取組と万一の発生に備えた危機管理体制等を強化
する。
イ　国産農畜水産物の安全性向上や、家畜の伝染
病・農作物の病害虫の発生予防・まん延防止に関
する地域の取組を推進するとともに、高病原性鳥
インフルエンザの発生予防の強化のため、防鳥
ネットの整備等の防疫体制整備を支援する。

カ　技術開発
ア　温室効果ガスの排出を削減させる技術、温暖化
に適応した品種や生産安定技術等を開発する。
イ　農産物成分の疾病予防機能の科学的エビデンス
の獲得手法や当該成分を多く含む品種等を開発す
る。

キ　森林・林業対策
ア　集約化して計画的な森林整備を行う者を対象
に、搬出間伐等の森林施業と森林作業道の開設を
支援する。また、集約化施業に必要な森林情報の
収集、境界確認等の活動を支援する。
イ　地域の森林づくりの全体像や集約化施業の設計
図を描く人材（日本型フォレスター、森林施業プ
ランナー）を育成する。
ウ　間伐や道づくり等を効率的に行える現場技能者
を段階的かつ体系的に育成する。
エ　木材自給率50％以上を目指し、原木の安定供給
や木材産業活性化、公共建築物等への地域材の利
用拡大等を推進する。
オ　林業者等の設備投資等に対する融資について、
実質無利子化のための利子助成、低利運転資金等
の創設等を行う。

ク　水産対策
ア　共済・積立ぷらすを活用し、漁業者による資源
管理の取組への補助として、収入額が減少した場
合に減収補填を実施する。
イ　漁業者向け融資について、無担保・無保証人型
融資の推進、実質無利子化のための利子助成等を
実施する。
ウ　新規就業希望者に対する就業相談会の開催や漁
業現場での長期研修等を実施する。

エ　大型クラゲ等の有害生物対策や外国漁船の投棄
漁具等の回収・処分、藻場・干潟の保全活動等を
推進する。
オ　赤潮被害の発生しにくい海域への代替養殖施設
等の整備、漁場環境の改善のための覆砂・耕うん
等を緊急的に実施する。
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第２節　農林水産予算総括表

１　一般会計予算の主要経費別分類表

（単位：千円）

23年度予算額

（Ａ） 当　　初（Ｂ） 補正後（Ｃ） （Ａ－Ｂ） （Ａ－Ｃ）

64,898,000 73,733,000 91,233,000 △8,835,000 △26,335,000

60,845,000 68,833,000 86,333,000 △7,988,000 △25,488,000

4,053,000 4,900,000 4,900,000 △847,000 △847,000

435,264,000 563,363,000 655,367,000 △128,099,000 △220,103,000

212,939,000 212,939,000 240,814,000 0 △27,875,000

212,866,675 207,342,900 233,029,900 5,523,775 △20,163,225

72,325 5,596,100 7,784,100 △5,523,775 △7,711,775

118,197,000 118,197,000 143,197,000 0 △25,000,000

72,367,000 82,227,000 89,227,000 △9,860,000 △16,860,000

31,761,000 150,000,000 182,129,000 △118,239,000 △150,368,000

　 500,162,000 637,096,000 746,600,000 △136,934,000 △246,438,000

500,162,000 637,096,000 746,600,000 △136,934,000 △246,438,000

19,250,000 19,250,000 41,703,000 0 △22,453,000

8,163,000 8,163,000 18,294,000 0 △10,131,000

9,974,000 9,974,000 21,818,000 0 △11,844,000

1,113,000 1,113,000 1,591,000 0 △478,000

519,412,000 656,346,000 788,303,000 △136,934,000 △268,891,000

125,896,073 127,194,589 127,194,589 △1,298,516 △1,298,516

1,165,612 1,251,810 1,251,810 △86,198 △86,198

124,730,461 125,942,779 125,942,779 △1,212,318 △1,212,318

108,310,162 114,101,782 114,101,782 △5,791,620 △5,791,620

777,723 818,285 818,285 △40,562 △40,562

1,158,661,623 1,161,186,928 1,195,270,404 △2,525,305 △36,608,781

358,093,379 392,100,484 398,578,445 △34,007,105 △40,485,066

1,751,738,960 1,795,402,068 1,835,963,505 △43,663,108 △84,224,545

2,271,150,960 2,451,748,068 2,624,266,474 △180,597,108 △353,115,514

519,412,000 656,346,000 788,303,000 △136,934,000 △268,891,000

1,751,738,960 1,795,402,068 1,835,963,474 △43,663,108 △84,224,514

比較増△減額

（ 公 共 事 業 関 係 費 ）

事　　　　　　　　　　項

一 般 公 共 事 業 費 計

海 岸 事 業

農 業 農 村 整 備 事 業 費

農 地 関 係

畜 産 関 係

森 林 整 備 事 業

水 産 基 盤 整 備 事 業

小 計

治 山 事 業

治 山 治 水 対 策 事 業 費

農 林 水 産 基 盤 整 備 事 業 費

農 山 漁 村 地 域 整 備 交 付 金

22年度予算額

非 公 共

農 林 水 産 関 係 社 会 福 祉 費

社 会 保 障 関 係 費

（ 非 公 共 事 業 関 係 費 ）

公 共

農 林 水 産 関 係 経 済 協 力 費

非 公 共 事 業 関 係 費 計

そ の 他 の 事 項 経 費

農 林 水 産 関 係 科 学 技 術 振 興 費

農林水産関係年金医療介護保険給付費

災 害 復 旧 等 事 業 費

公 共 事 業 関 係 費 計

農 林 水 産 予 算 合 計

農 地 関 係

林 野 関 係

漁 港 関 係

文 教 及 び 科 学 振 興 費

経 済 協 力 費

食 料 安 定 供 給 関 係 費



― 19 ―第３章　農林水産関係予算

２　一般会計予算所管別総括表

（単位：千円）

当　　初（Ｂ） 補正後（Ｃ） (A - B) (A - C)

2,126,611,713 2,278,410,724 2,418,586,130 △151,799,011 △291,974,417

1,654,528,236 1,707,017,734 1,723,471,461 △52,489,498 △68,943,225

(1) 1,654,500,236 1,706,962,734 1,723,416,461 △52,462,498 △68,916,225

人 件 費 140,415,104 143,543,989 143,543,989 △3,128,885 △3,128,885

事 務 事 業 費 45,353,243 47,387,376 46,723,389 △2,034,133 △1,370,146

委 託 費 28,162,015 32,216,156 32,158,813 △4,054,141 △3,996,798

補 助 金 等 1,139,461,843 1,222,005,772 1,241,084,772 △82,543,929 △101,622,929

特 別 会 計 繰 入 296,410,841 256,803,107 254,917,304 39,607,734 41,493,537

そ の 他 4,697,190 5,006,334 4,988,194 △309,144 △291,004

(2)

一 般 公 共 事 業 費 28,000 55,000 55,000 △27,000 △27,000

472,083,477 571,392,990 695,114,669 △99,309,513 △223,031,192

(1) 378,240,000 486,040,036 587,036,036 △107,800,036 △208,796,036

一 般 公 共 事 業 費 358,993,000 466,793,000 545,336,000 △107,800,000 △186,343,000

災 害 復 旧 等 事 業 費 19,247,000 19,247,036 41,700,036 △36 △22,453,036

(2) 93,843,477 85,352,954 108,078,633 8,490,523 △14,235,156

施 設 費 2,385,613 3,035,249 2,880,103 △649,636 △494,490

補 助 金 、 出 資 金 91,457,864 82,317,705 105,198,530 9,140,159 △13,740,666

21,960,579 27,081,816 30,768,816 △5,121,237 △8,808,237

18,672,000 24,104,000 26,409,000 △5,432,000 △7,737,000

3,288,579 2,977,816 4,359,816 310,763 △1,071,237

2,634 8,045 8,045 △5,411 △5,411

122,576,034 146,247,483 174,903,483 △23,671,449 △52,327,449

122,469,000 146,144,000 174,800,000 △23,675,000 △52,331,000

3,000 2,964 2,964 36 36

104,034 100,519 100,519 3,515 3,515

2,271,150,960 2,451,748,068 2,624,266,474 △180,597,108 △353,115,514

（ 経 常 部 門 ） 1,657,923,483 1,710,104,114 1,727,939,841 △52,180,631 △70,016,358

（ 投 資 部 門 ） 613,227,477 741,643,954 896,326,633 △128,416,477 △283,099,156

D　　国　土　交　通　省　所　管

災 害 復 旧 等 事 業 費

C　　文　部　科　学　省　所　管

一 般 公 共 事 業 費

非 公 共 事 業 費

公 共 事 業 費

22年度予算額 比較増△減額

奄美群島園芸振興費（経）

農 林 水 産 予 算 合 計

非 公 共 事 業 費

沖 縄 農 業 振 興 費 （ 経 ）

原 子 力 開 発 経 費 （ 経 ）

一 般 公 共 事 業 費

23年度予算額
　

　（Ａ）
区　　　　　　　　　　分

Ｂ　　内　閣　府　所　管　（沖縄）

Ａ 農 林 水 産 省 所 管

１ 　 経　　常　　部　　門　　（経）

公 共 事 業 費

２　　投　　資　　部　　門　（投）
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（単位：千円）

会　　 　　計　 　　　名 歳　　　　入 歳　　　　出 歳　　　　入 歳　　　　出

(3,044,353,460) (3,028,967,933)

１  食　料　安　定　供　給 2,786,534,049 2,760,092,620 3,047,130,460 3,031,744,933

農業経営基盤強化勘定 28,261,379 17,189,068 21,769,244 9,249,206

農 業 経 営 安 定 勘 定 272,905,935 272,905,935 233,041,332 233,041,332

米 管 理 勘 定 585,533,729 585,533,729 722,027,884 722,027,884

麦 管 理 勘 定 563,534,671 563,534,671 549,298,733 549,298,733

業 務 勘 定 6,128,615 6,128,615 12,002,062 12,002,062

調 整 勘 定 1,272,202,321 1,256,833,203 1,441,709,173 1,438,843,684

(64,505,032) (64,505,032)

国営土地改良事業勘定 57,967,399 57,967,399 67,282,032 67,282,032

(111,744,438) (103,784,187)

２  農  業  共  済  再  保  険 104,462,844 99,887,817 124,136,122 116,175,871

(19,600,011) (19,600,011)

再保険金支払基金勘定 16,882,662 16,882,662 25,795,795 25,795,795

(31,791,411) (31,670,399)

農 業 勘 定 32,494,622 32,367,547 37,987,311 37,866,299

家 畜 勘 定 38,245,892 35,535,819 42,669,664 36,994,870

果 樹 勘 定 10,965,275 9,355,828 11,519,647 9,431,557

園 芸 施 設 勘 定 4,833,511 4,705,079 5,040,730 4,964,375

業 務 勘 定 1,040,882 1,040,882 1,122,975 1,122,975

３  森      林      保      険 10,306,479 4,600,309 10,641,426 4,810,810

(450,079,958) (450,079,958)

４  国   有   林   野   事   業 450,034,569 450,034,569 467,247,155 467,247,155

５  漁船再保険及び漁業共済保険 24,521,164 17,210,395 23,638,091 15,935,012

漁 船 普 通 保 険 勘 定 6,023,027 5,992,845 6,450,192 6,317,352

漁 船 特 殊 保 険 勘 定 287,474 269,223 287,434 269,223

漁船乗組員給与保険勘定 42,883 42,520 42,874 42,520

漁 業 共 済 保 険 勘 定 17,382,652 10,120,679 15,977,261 8,425,587

業 務 勘 定 785,128 785,128 880,330 880,330

　※ 22年度予算額の上段（　）は当初予算である。

23年度 22年度

３　特別会計歳入歳出予算予定額表
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（単位：百万円）

一 般 財 政 融 資 一 般 財 政 融 資
会 計 資 金 等 会 計 資 金 等

19,464 170,000 22,393 172,000

(29,393)

22,523 6,700 41,393 7,100

(24,428)

水 源 林 造 成 22,523 6,700 36,428 6,800

農 用 地 等 整 備 － － 4,965 300

(28,657)

－ 300       － 1,700

(80,443)

計 74,008 182,600 94,869 186,200

「注１」　一般会計の欄は、補助金、補給金、一般会計からの繰入れ又は出資を示す。

「注２」　日本政策金融公庫は、上記のほか財投機関債の発行による資金調達（250億円）を見込んでいる。

「注３」　日本政策金融公庫は、上記のほか、危機対応円滑化業務の事業のため、23年度計画額120億円がある。

23年度計画 22年度計画

31,083 5,400

区　　　　　　分

独立行政法人　農業・食品産業技術
総合研究機構

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

独立行政法人 森林総合研究所

（ 国 営 土 地 改 良 事 業 勘 定 ）

食 料 安 定 供 給 特 別 会 計
32,021 5,600

４　財政投融資資金計画表
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第１節　国会関係

１　平成22年中の国会状況

　平成22年中には次の３国会が開催された。

　 国会回次　　　 召集日　　 閉会日　　　会　期
第174回通常会　　 22. 1.18　　22. 6.16　　 150日間
第175回臨時会　　 22. 7.30　　22. 8. 6　　　 8日間
第176回臨時会　　 22.10. 1　　22.12. 3　　　64日間

２　第174回国会（通常会）の総括

⑴　会　　期
　第174回国会は１月18日に召集され、同日開会式が
行われ、会期は６月16日までの150日間であった。

⑵　平成21年度第２次補正予算審議
ア　第２次補正予算審議
　１月18日の（衆）（参）本会議で、平成21年度第
２次補正予算案（総額7.2兆円）に係る菅財務大臣
の財政演説が行われた。
　この補正予算案は、平成21年12月に決定された緊
急経済対策を受けて編成されており、「雇用」「環
境」「景気」を主要分野と位置付け、農水省関係で
は、森林・林業再生等の環境対策、林業と漁業を中
心とした金融対策、災害復旧など総額314億円が盛
り込まれた。
　19日に（衆）本会議で財政演説に対する質疑、
20日に（参）本会議で財政演説に対する質疑及び
（衆）予算委で提案理由説明、21日及び22日に基本
的質疑、25日に締め括り質疑行われ、同日、可決
された。締めくくり総括質疑後の討論では、（与）
（公）（み）が賛成を表明し、同日、（衆）本会議に
おいて可決され、（参）に送付された。
　（参）に送られた本補正予算案は、26日に提案理
由説明、26日及び27日に基本的質疑、28日に締め
くくり質疑が行われ、同日、可決された。同日の
（参）本会議において、（与）（公）などの賛成多数
で可決、成立した。

イ　第２次補正予算審議における主な議論
　第２次補正予算審議においては、農水省関係で
は、林野特別会計、林業再生、産業獣医師の不足問
題などについて議論が行われた。
ウ　開会式、施政方針演説と主な議論
　平成21年度第２次補正予算が成立した翌日の29日
（金）に、（衆）（参）本会議において、鳩山内閣総
理大臣の施政方針演説、岡田外務大臣の外交演説、
菅財務大臣兼内閣府特命大臣（経済財政政策）の財
政演説及び経済演説の政府四演説が行われた。
　鳩山総理の施政方針演説では、「いのちを守りた
い」とのフレーズを多用し、平成22年度予算も「い
のちを守る予算」と名付け、公共事業費を削減する
一方で、社会保障費や文教科学費を増やすメリハリ
をつけた予算編成であるとした。
　農水省関係では、新たな価値を創出する六次産業
化の推進、戸別所得補償制度を飛躍のバネとした農
業再生、食料自給率50％を目指すことが表明された。
　政府四演説に対する代表質問は、（衆）で２月１
日（月）及び２日（火）の２日間、（参）で２日
（火）及び３日（水）の２日間行われた。
　施政方針演説に対する代表質問において、農水省
関係では、戸別所得補償制度などについて議論が行
われた。

⑶　平成22年度総予算審議
ア　予算審議の概要
　平成22年度総予算案（一般会計総額92兆３千億
円）は、１月22日（金）に提出された。
　農水省関係では、戸別所得補償制度、食料の安定
供給の確保に直接的に資する支援など２兆５千億円
が盛り込まれた。
　（衆）では２月４日（木）に提案理由説明を行
い、平成22年度総予算の審議が始まった。
　19日（金）には地方公聴会（新潟県：農業関係視
察、大阪府：中小企業関係視察）、24日（水）には
中央公聴会が開催された。
　３月２日（火）に、（与）（野）合意の下、締めく
くり質疑・討論が行われ、可決した（（自）（共）は
組み替え動議を提出、（野）は出席の上反対）。同

第１章　大　臣　官　房
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日、（衆）本会議で平成22年度総予算案が可決し、
（参）に送付された。
　（参）では、３月３日（水）に提案理由説明を行
い、審議が開始され、 16日（火）には中央公聴会、
24日（水）に締めくくり質疑が行われ、可決され
た。同日、（参）本会議で可決され、成立した。
　平成22年度総予算額の一般会計総額は92兆３千億
円と過去最大で、３月24日（水）での予算成立は、
戦後５番目の早さだった。
イ　平成22年度総予算案審議における主な議論
　農水省関係では、戸別所得補償制度、食料自給
率、担い手及び集落営農、森林・林業再生プラン、
土地改良事業や農業農村整備事業、食料・農業・農
村基本計画などについて議論が行われた。

⑷　決算審議
　平成20年度決算は、第173回国会開会中の平成21年
11月24日（火）に（衆）（参）両院に提出され、審
議が続けられていた。今国会では、平成21年11月30
日（月）に（参）決算委に付託、平成22年１月18日
（月）に（衆）決算行政監視委に付託された。
ア　（衆）決算行政監視委
　（衆）決算行政監視委では、４月６日（火）に平
成20年度決算の概要説明等が財務大臣から行われ
た。５月11日（火）に分科会の設置が議決され、農
水省は、厚労省、経産省とともに第３分科会で審査
されることとなった。第３分科会は５月17日（月）、
18日（火）及び20日（木）に行われた。しかし、締
めくくり総括質疑については、会期中に開会されな
い結果となり、継続案件となった。
イ　（参）決算委
　（参）決算委では、１月27日（水）に平成20年度
決算報告及び平成19年度決算議決等政府措置報告
が財務大臣から行われた。省庁別審査が４月５日
（月）から５月17日（月）にかけて７回に分けられ
行われ、農水省の審査は、４月26日（月）に経済産
業省、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫ととも
に行われた。しかし、准総括質疑及び締めくくり総
括質疑については、会期中に開会されない結果と
なった。

⑸　法案審議概要
　政府提出法案は、新規提出が64件、継続が２件あ
り、新規提出では35件が成立（成立率54.7％）、継続
では成立は１件となった。特に終盤国会においては、
７月に参議院選挙を控えて審議日程の確保が厳しい
中、６月２日（水）の鳩山総理の退陣表明により、
（民）代表選と国会での首相指名や組閣などで６月中

旬まで法案審議がストップし、結果、重要法案である
政治主導確立法案や労働者派遣事業適正法案は継続審
査となり、国家公務員法案や郵政改革関連３法案は廃
案となるなど、厳しい審議結果となった。

⑹　農林水産委員会関係
ア　農水省提出法案の審議結果
　今国会では、農水省提出４法案（予算関連２法
案）のうち成立したものは、２法案（農業改良資金
法案、公共建築物木材利用促進法案）のみであり、
その他２法案については、継続審査（農林漁業６次
産業化法案）、廃案（農水省設置法案）という極め
て厳しい審議結果となった。
　また、口蹄疫の発生に伴い、議員立法として、
（衆）口蹄疫対策特別措置法案が成立した。
イ　法案審議の状況
ア　法案審議順、本会議登壇もの
　閣法の法案審議順については、まずは農業改良
資金法案を審議し、その後は、つるしが下りない
農水省設置法案が先送りされ、公共建築物木材利
用促進法案、農林漁業六次産業化法案を優先し、
審議が進めることとなった。
　うち、農林漁業六次産業化法案については、本
会議登壇ものに位置付けられ、５月20日（木）に
（衆）本会議において趣旨説明・質疑が行われた。
　また、４月20日（火）の宮崎県での口蹄疫の発
生に伴い、５月28日（金）に口蹄疫対策特別措置
法案が（衆）農水委員長提案により成立した。
イ　連合審査
　法案審議において、今国会の特徴の一つが、各
委員会で行われた連合審査であり、農水委におい
ても、公共建築物木材利用促進法案の審議におい
て、国交委との連合審査が行われた。
ウ　法案修正、附帯決議
　今国会では、公共建築物木材利用促進法案にお
いて、（野）からの意見を踏まえて法案修正が行
われた。
　また、附帯決議については、成立した農業改良
資金法案及び公共建築物木材利用促進法案で行わ
れた。附帯決議について、農業改良資金法案にお
いては、（与）との調整の観点からも、（与）から
の要求項目が多く採用された。

ウ　主な議員提出法案の動き
ア　（衆）木材利用推進法案（第174国会 （自）
（公）提出）
　本法案は、閣法の公共建築物木材利用促進法案
の対案として、４月15日（木）に（衆）へ提出さ
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れ、４月19日（月）に（衆）農水委に付託され、
20日（火）に閣法とともに提案理由説明が行われ
た。この後、閣法と平行で、質疑、農水委・国交
委の連合審査が行われたが、閣法との修正協議が
整ったため、５月13日（木）に本法案は撤回され
た。
イ　（衆）国産農産物消費拡大法案（第174国会 
（自）提出）
　本法案は、閣法の農林漁業六次産業化法案の対
案として、５月21日（金）に（衆）へ提出され、
５月24日（月）に（衆）農水委に付託され、26日
（火）に閣法とともに提案理由説明が行われた。
この後、６月２日（水）に質疑が予定されていた
が、同日の鳩山総理の辞任表明に伴い農水委が流
会となり、その後審議が行われないまま継続審査
となった。
ウ　（衆）口蹄疫対策特別措置法案（第174国会 
（衆）農水委員長提案、（自）提出、（公）提出）
　本法案は、口蹄疫のまん延防止や国による費用
負担等、生産者の経営と生活再建等のための法案
であり、５月25日（火）に、（衆）農水委員長提
案のほか、（自）及び（公）からも各々提出され
た。本法案は（与）（野）協議が整い、５月26日
（水）に（衆）農水委で委員長提案として全会一
致で可決された。（参）においても全会一致で可
決され、28日（金）に成立した。
エ　（参）茶業振興法案（第174国会 （自）提出）
　会期末が迫る６月14日（月）、（参）に提出され
たが、委員会に付託されることなく、廃案となっ
た。
オ　（衆）多面的機能法案（第174国会 （自）提出）
　会期末が迫る６月14日（月）、（衆）に提出され
たが、委員会に付託されることなく、（衆）で継
続審査となった。

エ　新しい食料・農業・農村基本計画
　国会においては、新しい食料・農業・農村基本計
画の報告聴取が、３月30日（火）に（衆）農水委
で、４月１日（木）に（参）農水委で行われた。基
本計画に関する一般質疑が、４月６日（火）及び７
日（水）に（衆）農水委で、８日（木）に（参）農
水委で行われた。

⑺　農水省関係の事案
ア　宮崎県における口蹄疫発生
　４月20日（火）未明に、農水省が、宮崎県都農町
で感染が疑われる牛を口蹄疫感染と確認し、直ちに
農水省口蹄疫対策本部が設置された。国内では10年

振りの発生となった。以降、口蹄疫の感染が拡大
し、６月16日（金）現在で、290例目の疑似患畜が
確認され、合計感染頭数は199,246頭（牛37,055頭、
豚162,174頭、山羊９頭、羊８頭）となった。
　国会においては、４月22日（木）の公共建築物木
材利用促進法案の審議の中で口蹄疫に関する質疑が
行われ、以降、（衆）（参）農水委で計６回の口蹄
疫中心の一般質疑、本会議での報告聴取・質疑（総
理入り）が（衆）で５月25日（火）、（参）で26日
（水）に行われた。主に、政府の初動対応、大臣の
４月末からの海外出張、政府の対策、口蹄疫対策特
別措置法案などが議論された。
イ　その他の主なものとして、以下があり、農水委や
予算委等において質疑が行われた。
ア　公共事業等の箇所付け問題
　平成22年度総予算案の審議前に予算の箇所付け
（仮配分）が国交省等から行われたと報道がされ
た後、２月13日（土）付けの北海道建設新聞に、
北海道開発局が実施する農業農村整備と漁港の地
区別予算額が詳細に掲載された。
　国会においては、２月19日（火）の（衆）農水
委や３月１日（月）の（衆）予算委集中審議（鳩
山内閣の基本政策（仮配分等））においても質問
された。
イ　チリ地震による津波被害
　２月27日（土）にチリ中部沿岸で発生した地震
に由来する津波が28日（日）に日本に到達し、宮
城県や岩手県等の太平洋沿岸の養殖施設に大きな
被害（25億円相当）が生じた。
　国会においては、災害特委において、（衆）で
３月11日（木）にチリ地震による津波に関する被
害と対応についての政府からの説明聴取及び一般
質疑が行われるとともに、農水委や予算委等にお
いても質問された。
ウ　ＷＴＯ農業交渉
　ＷＴＯ農業交渉については、１月30日（土）に
スイスのダボスで、約20 ヶ国が参加してＷＴＯ
非公式閣僚会議が開催され、赤松農林水産大臣
が会議に出席した。年内にラウンドを妥結するた
め、貿易自由化ルールの大枠（モダリティ）合意
に全力を尽くすことで一致した。
　また、４月18日（日）から23日（金）にかけ
て、郡司副大臣がケアンズ・グループ閣僚会合へ
出席してＷＴＯ農業交渉について議論するため、
ウルグアイに出張された。
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⑻　農林水産大臣不信任決議案、内閣不信任案及び問
責決議案

　赤松農水大臣の不信任決議案が、口蹄疫対策特別措
置法案の成立直後の５月28日（金）に、（自）（公）
（み）（日）から提出された。口蹄疫に対する初動の遅
れ、被害拡大の中で海外出張や政治活動を行ったこ
と、農水省設置法案に対して（民）から二度趣旨説明
要求をつけられたこと、諫早湾干拓事業の開門調査等
を理由として提出されたが、31日（月）（衆）本会議
において、反対多数で否決された。

⑼　鳩山総理辞任、管内閣発足
　７月11日（日）に参議院選挙を控える中、６月２日
（水）午前に急遽、（民）緊急両院議員総会が開催さ
れ、その場で鳩山総理が、普天間基地問題と社民党の
政権離脱、政治とカネの問題などを理由に総理の職を
辞することを表明した。
　これを受け、６月４日（金）に（民）菅新代表が選
出され、同日、第94代総理大臣に指名された。農林水
産大臣には山田前農水副大臣が任命された。

３　第175回国会（臨時会）の総括

⑴　会　　期
　臨時国会は、７月30日（金）に招集された。会期に
ついては、菅内閣が誕生した前国会（174回国会）に
おいて予算委を開催していなかったことから、（野）
から予算委の開催を強く要求され、（与）（野）協議の
結果、（衆）で８月２日、３日の２日間、（参）で８月
４日、５日の２日間予算委を開催することとなり、結
果、会期が８月６日（金）までの８日間となった。

⑵　法案審議
　今臨時国会で審議された法案では、ＲＦＯ解散延期
法案及び議員歳費日割法案がそれぞれ議員立法で提出
され、（衆）（参）厚労委及び議運委で審議され、可
決・成立した。農林水産省関係では法案提出されてい
ない。

⑶　農林水産委員会
　菅内閣発足後、新大臣となった山田農林水産大臣の
所信が行われていないとの（野）からの要請を踏ま
え、（衆）で農水委が開催されることとなった。
ア　法案審議
　今臨時国会では、農水省からの法案の提出はな
かった。
　第174回国会（常会）で継続審議とされた六次
産業化法案及び（衆）国産農産物消費拡大法案、
（衆）多面的機能法案については、審議は行われ
ず、継続法案となった。

イ　所信的挨拶等
ア　（衆）農水委
　８月３日（火）に（衆）農水委で山田農林水産
大臣による所信的挨拶及び所信的挨拶に対する質
疑が行われた。
イ　（参）農水委
　（参）においては、参院選後であり委員の構成
も決まっていなかったことから、十分な質疑が出
来ないとの意見が（野）から出され、結果、８月
６日（金）に閉中処理のみを行った。

４　第176回国会（臨時会）の総括

⑴　会　　期
　臨時国会は、10月１日（金）に召集され、同日開会
式が行われた。補正予算の審議、法案審議のため会期
は12月３日（金）までの64日間となった。
⑵　所信表明演説と所信表明演説に対する代表質問
　開会式と同日の10月１日（金）に、菅直人総理が所
信表明演説を行い、「有言実行内閣」として「経済成
長」、「財政健全化」、「社会保障改革」の一体的実現、
その前提としての「地域主権改革の推進」、そして国
民全体で取り組む「主体的な外交の展開」を解決すべ
き重要政策課題として、その課題に対する所信を表明
した。
　農水省関連として、「東アジア地域の安定と反映に
向けて」の中で、ＴＰＰ等への参加を検討し、アジア
太平洋自由貿易圏の構築を目指すことが表明された。
　菅総理の所信表明演説に対する代表質問は、（衆）
（本）では10月６日（水）、７日（木）に、（参）（本）
では７日（木）、８日（金）のそれぞれ1.5日間で行わ
れた。
　代表質問では、主に尖閣諸島問題（漁船衝突ビデ
オの公開について）、ＴＰＰへの参加、政治とカネ問
題、マニフェスト実現に向けての財源確保等について
議論された。
　農水省関係では、ＴＰＰへの参加による農業への影
響、戸別所得補償制度、米価下落について議論がされ
た。

⑶　22年度補正予算審議
　政府は10月29日に「円高・デフレ対応のための緊
急総合経済対策」として平成22年度補正予算（総額
４兆９千億円）を提出した。
　農水省関係では、食料自給率の向上に向けた生産基
盤の強化、森林・林業再生プランの実現のための予算
や赤潮被害、口蹄疫への対応など総額1,932億円が計
上された。
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　補正予算の審議は、（衆）予算委では11月４日
（木）に提案理由説明、８日（月）、９日（火）に基本
的質疑を行い、15日（月）に締め括り質疑を行い、16
日（火）に可決され（参）送付された。
　（参）予算委では18日（木）に提案理由説明、総括
質疑、19日（金）総括質疑が行われ、26日（金）に締
め括り質疑・採決を行ったが否決された。
　このため、同日、両院協議会が開催され、同日深夜
に22年度補正予算が成立をした。
　農水省関係では、ＴＰＰへの参加による農業への参
加、戸別所得補償制度などが議論された。

⑷　法案審議の概要
　今臨時国会で審議された法案は、補正予算関係法
案、給与関係法案以外では、保険業法案など一部の法
案だけであった。農水省関係では、閣法の六次産業化
法案及び議員立法である（衆）地産地消法案が審議さ
れた。

⑸　農林水産委員会
ア　法案審議
ア　第176会国会では、農水省からは第174回国会か
らの継続審議となっていた六次産業化法案につい
て引き続き審議がなされた。
　六次産業化法案は（自）から対案が出されてお
り、早くから（与）（野）で協議を行い、（野）か
らの要求を踏まえつつ、法案を修正することで協
議が整ったものの、補正予算審議が難航している
中、質疑・採決を行う日程を確保することが非常
に困難であった。
　そうした中、11月16日（火）の午前、（衆）農
水委を開催し、六次産業化法案の質疑・採決を
行い、全会一致で可決され、午後の（衆）（本）
に緊急上程され、議了処理を行い、異議なし採決
（全会一致）で可決された。
　（参）農水委においても補正予算の審議日程
を睨みながらの日程調整となり、19日（金）に
（参）農水委を開催し、六次産業化法案の提案理
由説明を行い、25日（木）に質疑・採決を行い、
26日（金）の（参）（本）に六次産業化法案も議
了処理を行い、賛成：236、反対：１で可決され
た。
イ　議員立法については、六次産業化法案の対案で
ある（衆）地産地消法案及び戸別所得法案の対案
である（衆）多面的機能法案が第174国会からの
継続審議となっているとともに、赤潮被害に対す
る補償を内容とする（衆）赤潮被害対策特措法
案が（自）から10月19日（火）に提出され、ま

た、（衆）森林法の一部を改正する法律案が同じ
く（自）から11月30日（火）に提出された。
　（衆）地産地消法案は、（与）（野）の協議が整
い、（野）の意見を踏まえ、六次産業化法案を修
正したことから11月16日（火）に撤回された。
　（衆）赤潮特措法案については、補正予算を含
めた予算措置で対応することとし、審議は行われ
ず、継続処理もされなかったことから廃案となっ
た。
　（衆）多面的機能法案及び（衆）森林法の改正
案については、継続審議となった。

イ　所信的挨拶等
　10月18日（月）の週から各（委）において所信
聴取及び所信的挨拶に対する質疑が始まり、（衆）
では所信聴取を20日（水）、質疑を26日（火）に行
い、（参）では所信聴取を19日（火）、質疑を21日
（木）に行った。
　所信質疑では、戸別所得補償制度、米価下落、
TPPへの参加による農業への影響などが議論され
た。
　TPPについては、11月５日（金）に（衆）（参）
農水委でTPPを中心とした議論を行った。

第２節　新聞発表等

１　新聞発表等

　農林水産行政施策等について、随時、記者発表を
行った。
　主なものは次のとおりである。
⑴　閣議後及び重要施策策定時等の大臣会見、副大臣
会見等
⑵　農業、林業及び漁業の動向に関する年次報告、農
林水産予算、国会提出法案等主要農林水産施策
⑶　各種審議会、懇談会、国際会議、主要会議等の概
要
⑷　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

２　農林水産省後援等名義使用承認

　農林水産省後援名義等の使用は、農林水産業の発展
を図るという趣旨のもとに承認しており、前年度同様
に他省庁、都道府県、各種団体等が主催する諸行事
（農林水産祭参加行事を含む。）の後援・協賛等542件
の名義使用承認を行った。
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第３節　農林水産祭

１　農林水産大臣賞の交付と天皇杯等の授与

⑴　農産等６部門
　第49回農林水産祭参加表彰行事（平成21年８月１日
から平成22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305行事であ
り、交付した農林水産大臣賞は517点であった。
　農林水産大臣賞受賞517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：林 良博氏）において行われた。

⑵　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17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等から天皇
杯等三賞の候補として推薦のあった７点の中から、農
林水産祭中央審査委員会の選考により特に優良なもの
について天皇杯、それに次ぐものに対して内閣総理大
臣賞及び日本農林漁業振興会会長賞が授与された。

２　農林水産祭式典等

⑴　農林水産祭式典
　農林水産祭式典は、勤労感謝の日の11月23日（火）
11時30分から明治神宮会館において、農林水産大臣賞
受賞者、各界代表者、中央・地方農林水産関係者など
約800人が出席して開催され、まず、鹿野農林水産大
臣の挨拶、次に農林水産祭中央審査委員会会長林良博
氏の天皇杯等選賞審査報告が行われた。その後、八木
（財）日本農林漁業振興会会長から天皇杯及び日本農

林漁業振興会会長賞、瀧野内閣官房副長官から内閣総
理大臣賞の授与が行われた。
　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。

⑵　天皇皇后両陛下拝謁及び業績説明
　平成23年１月20日（木）15時に７部門の天皇杯受賞
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。

⑶　実りのフェスティバル
　第49回実りのフェスティバルは、11月12日（金）か
ら13日（土）の２日間、江東区有明の東京国際展示場
（東京ビッグサイト）西３ホール及び屋上展示場にお
いて開催され、初日には、秋篠宮同妃両殿下に御視察
をいただいた。
　会場の天皇杯コーナーでは、天皇杯受賞者の業績を
紹介し、また、政府特別展示においては、「私たちの
食と環境を支える多彩なチャレンジ」をテーマに、食
料自給率向上に向けた国民運動（フード・アクション
･ニッポン）や完全養殖ウナギの仔魚などについて紹
介したほか、「移動消費者の部屋」を設置して消費者
からの相談などに応対した。都道府県農林水産技術・
経営普及展コーナーでは、新しい農林水産技術や特徴
ある農林水産物について、パネル、実物等で紹介し、
消費者の農林水産業への理解を深めた。
　また、各都道府県による郷土の新鮮な農林水産物の
展示・即売及び25の農林水産関係団体による農林水産
業・食料についての啓発展示等が行われた。
　更に、「日曜大工教室」、「親子の乗馬体験」等の家
族ぐるみで楽しめる多彩な催しを行い、来場者の好評
を得た。
　なお、実りの喜びを広く多くの人達と分かち合うた
め、17道県・２団体から提供された農林水産物を、東
京都社会福祉協議会東京善意銀行を通じて、都内の福
祉施設に贈呈した。
　開催２日間の来場者は、約46,000人であった。

Ⅰ　平成22年度（第49回）農林水産祭天皇杯等三賞受賞者

　１　天皇杯受賞者
部　門 出品財 住所 氏名等 表彰行事

農産 経 営
（水稲、小麦、大豆）

青森県五所川原市 境谷　博顯＊
境谷　キセ＊

第59回全国農業コンクール

園芸 経 営
（ 輪 ぎ く ）

大分県豊後大野市 有限会社　お花屋さんぶんご清川
（代表：小久保　恭一）

第19回花の国づくり共励会
花き技術・経営コンクール

畜産 経 営
（ 酪 農 ）

岡山県岡山市 松崎　　隆＊
松崎　まり子＊

平成21年度全国優良畜産経
営管理技術発表会
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蚕糸・
地域特産

産 物
（ 茶 ）

長崎県東彼杵郡東彼杵町 松尾　政敏 第38回長崎県茶業大会

林産 産 物
（ 木 材 ）

福島県東白川郡塙町 協和木材　株式会社
（代表：佐川　広興）

第37回ＪＡＳ製材品普及推
進展示会

水産 経 営
（流通・消費拡大）

島根県松江市 漁業協同組合ＪＦしまね福浦さわら
の会（代表：桜井　利弘）

第15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

埼玉県比企郡小川町 下里農地・水・環境保全向上対策委
員会（代表：安藤　郁夫）

第32回豊かなむらづくり全
国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名で表彰するものである。

２　内閣総理大臣賞受賞者

部　門 出品財 住所 氏名等 表彰行事

農産 経 営
（ 小 豆 ）

北海道中川郡豊頃町 山本　達実＊
山本　博子＊

第38回全国豆類経営改善共
励会

園芸 経 営
（ り ん ご ）

青森県弘前市 有限会社　せいの農園
（代表：清野　俊博）

第59回全国農業コンクール

畜産 経 営
（ 養 豚 ）

群馬県渋川市 グローバルピッグファーム　株式会社
（代表：赤地　勝美）

第59回全国農業コンクール

蚕糸・
地域特産

産 物
（ さ と う き び ）

沖縄県宮古島市 川満　長英 第34回沖縄県さとうきび競
作会

林産 技 術・ ほ 場
（ 苗 ほ ）

茨城県那珂市 大森　三男 平成21年度全国山林苗畑品
評会

水産 産 物
（ 水 産 練 製 品 ）

神奈川県小田原市 株式会社　丸う田代
（代表：田代　勇生）

第62回全国蒲鉾品評会

むら
づくり

む ら づ く り
活 動

愛媛県西予市 大野ヶ原開拓組合
（代表：武田　孝司）

第32回豊かなむらづくり全
国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名で表彰するものである。

３　日本農林漁業振興会会長賞受賞者

部　門 出品財 住所 氏名等 表彰行事

農産 経 営
（ 大 豆 ）

京都府与謝郡与謝野町 有限会社　あっぷるふぁーむ
（代表：小田　浩二）

第38回全国豆類経営改善共
励会

農産 生 活
（ 生 活 改 善 ）

三重県多気郡多気町 有限会社　せいわの里
（代表：北川　静子）

第59回全国農業コンクール

園芸 経 営
（中型カラーピーマン）

宮崎県西都市 西都市野菜振興会中型カラーピーマ
ン専門部会（代表：鬼塚　長幸）

第39回日本農業賞

畜産 技 術・ ほ 場
（ 飼 料 生 産 ）

熊本県阿蘇郡産山村 上田尻牧野組合
（代表：井　博明）

全国草地畜産コンクール

蚕糸・
地域特産

産 物
（ 葉 た ば こ ）

熊本県玉名市 大家　　泉＊
大家　明子＊

熊本県葉たばこ共進会

林産 経 営
（ 林 業 ）

愛媛県西予市 増田　　清 全国林業経営推奨行事

水産 技 術・ ほ 場
（資源管理・資源増殖）

茨城県日立市 川尻磯もの部隊
（代表：坂本　亮一）

第15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

大分県佐伯市 特定非営利活動法人　かまえブルー
ツーリズム研究会
（代表：橋本　正惠）

第32回豊かなむらづくり全
国表彰事業

（注）氏名等の欄に＊を付したものは、夫婦連名で表彰するものである。
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第４節　栄典関係

　農林水産業及び食品産業など関連産業の発展等に努
め、特に功績顕著であるものとして、春秋の叙勲及び
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22年４月29日（111名）
　旭日中綬章（５名）
　旭日小綬章（９名）
　旭日双光章（30名）
　旭日単光章（29名）
　瑞宝重光章（１名）
　瑞宝中綬章（９名）
　瑞宝小綬章（17名）
　瑞宝単光章（11名）
イ　平成22年11月３日（90名）
　旭日中綬章（１名）
　旭日小綬章（15名）
　旭日双光章（19名）

　旭日単光章（25名）
　瑞宝中綬章（９名）
　瑞宝小綬章（11名）
　瑞宝単光章（10名）

２　春 秋 褒 章

ア　平成22年４月29日（60名）
　黄綬褒章（31名）
　藍綬褒章（29名）
イ　平成22年11月３日（53名）
　黄綬褒章（24名）
　藍綬褒章（29名）

第５節　協同組合検査

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
合員の負託にこたえ、将来にわたって、農林水産物の

Ⅱ　農林水産祭むらづくり部門（第32回豊かなむらづくり全国表彰事業）農林水産大臣賞受賞団体
農林水産大臣賞受賞者名 所在地　　　　　　　　 天皇杯等三賞

（東北ブロック）
　大森町グリーン・ツーリズム推進協議会
○田沢頭自治会
　中沢めん羊の里づくり組合

秋田県横手市
山形県西置賜郡小国町
福島県東白川郡鮫川村

（関東ブロック）
　逆面エコ・アグリの里
○下里農地・水・環境保全向上対策委員会
　農事組合法人た・から

栃木県宇都宮市
埼玉県比企郡小川町
山梨県中央市

天皇杯

（北陸ブロック）
○上中村新田集落 新潟県妙高市
（東海ブロック）
○輪之内本戸土地改良組合 岐阜県安八郡輪之内町
（近畿ブロック）
○白王町集落営農組合
　長谷地区

滋賀県近江八幡市
京都府舞鶴市

（中国四国ブロック）
　特定非営利活動法人　かさおか島づくり海社
　宇生賀地区
○大野ヶ原開拓組合

岡山県笠岡市
山口県阿武郡阿武町
愛媛県西予市 内閣総理大臣賞

（九州ブロック）
　松尾百笑村
　七城ホタルを育てる会
○特定非営利活動法人　かまえブルーツーリズム研究会

福岡県八女市
熊本県菊池市
大分県佐伯市 日本農林漁業振興会会長賞

（北海道・沖縄ブロック）
○津別町有機酪農研究会 北海道網走郡津別町

（注）○印は各ブロックの最優良事例である。
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生産・流通や農山漁村の活性化といった役割を適切に
果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
ることが必要である。

２　平成22年度の検査方針

　農林水産省においては、平成22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
　信用事業又は共済事業を行う連合会については原
則毎年検査を実施。また、それ以外の系統組織等に
ついては、原則として２～５年に１回の検査周期を
確保しつつ検査実施率の向上を図る。
イ　検査実施に当たっての留意事項
ア　法令等遵守態勢の確立、不正・不祥事件の再発
防止、財務状況の健全性の確保について重点的な
検査の実施
イ　会計基準の明確化、経営環境の悪化、食の安全
確保等法令や経済情勢の変化に対応した検査の実
施
ウ　社会的影響の大きい団体等に対する重点的な検
査の実施
エ　都道府県からの要請があった場合の要請・連携
検査の最大限の受け入れ

ウ　検査重点項目
ア　役職員の法令等遵守態勢の確保及び内部統制の
確立
イ　不正・不祥事件の再発防止等の取組状況の検証
ウ　財務状況の健全性確保の検証（信用・共済事業
の自己査定及び償却・引当の適切性の検証を含
む。）
エ　内部監査及び監事監査の実施状況の検証

３　検査体制の強化等

　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

職員等に対する研修を実施することにより検査技術等
の向上を図った。
ア　検査従事者の人員（22年度末）
　本省88人（21年度末88人）
　地方農政局60人（21年度末60人）
　　　　　　　　 （沖縄総合事務局２名を含む。）
イ　研修実績
ア　協同組合検査職員研修

初任者研修（基礎コース）　　 ５日間 154名
応用資産査定演習（中堅向け）４日間　90名
中堅総合研修　　　　　　　　４日間　55名
アップ・トウ・デイト研修　　３日間　34名
初任者研修（発展コース）　　 ５日間 122名
金融商品・会計研修　　　　　５日間　82名
春期協同組合検査部部内研修　２日間　10名

イ　検査能力養成研修
事前研修　　　　　　　　　　５日間　８名
インターン研修　　　　　　　３日間　５名

ウ　通信教育
簿記２級コース　　　　　　４ヶ月間　２名
簿記３級コース　　　　　　３ヶ月間　５名
証券アナリストコース　　　８ヶ月間　１名
宅地建物取引主任者コース　６ヶ月間　３名
ビジネス実務法務２級コース　３ヶ月間　１名
中小企業診断士コース　　10 ヶ月間　２名
協同セミナー通信教育コース　５ヶ月間　11名

４　検査の実績等

　22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１
のとおりである。
ア　経営管理態勢の整備・確立
イ　法令等遵守態勢の整備・確立
ウ　個人情報保護・貯金者データ整備の適正化
エ　資産の自己査定及び償却・引当の適正化
オ　信用リスク管理態勢の整備・確立

表１　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　　　　延人日数
  農業協同組合連合会等  177  69  39.0  844  5,154
  森林組合連合会  47  16  34.0  186  703
  水産業協同組合連合会等  88  46  52.3  545  2,366
  農業信用基金協会  47  16  34.0  124  413
  漁業信用基金協会  42  14  33.3  94  248
  合計  401  161  40.1  1,793  8,884
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第６節　情報の受発信

１　ホームページ、メールマガジン

　ホームページ、メールマガジンについては、イン
ターネットの普及に伴い、省の代表的な情報受発信手
段の一つとして位置づけ、積極的な活用を行った。
　ホームページでは、利用者の立場で分かりやすいコ
ンテンツ作成に努めるとともに、東日本大震災の発生
に伴い、３月12日にはホームページ上に「東日本大震
災に関する情報」ページを開設。３月14日には被災地
の方々がパソコンが使えなくても、当省からの必要な
情報を受け取れるよう、携帯電話用ホームページを開
設し震災関係情報の発信をスタートした。
　なお、平成22年度の省のホームページにおけるトッ
プページアクセス件数は、961万件であった。（参考：
平成21年度トップページアクセス件数、804万件）
　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、東日本大震災特別号等を含め、農林水産
省メールマガジンを主として毎週金曜日に、合計53回
発行した。平成22年度末農林水産省発行のメールマ
ガジンは51誌、読者は述べ21万３千人となった。（参
考：平成21年度末時点の農林水産省メールマガジン発
行数53誌、読者は延べ20万４千人）

２　定期刊行物等

⑴　農林水産省広報誌「aff（あふ）」
　農林水産省広報誌「aff」は、主たる読者層を消費者
として、農林水産業における先駆的な取り組みや農山
漁村の魅力、食卓や消費の現状などを掲載した。毎月
20,000部発行し、全国の消費者団体、食育関係者、公
立図書館、自治体、大学、報道機関等に配布するとと
もに、毎月省のホームページにも掲載した。
　また、誌面内容の企画、改善のため、毎月読者アン
ケートを同封し、読者の反応や意見・感想の把握を行
った。
　さらに、特徴的な取り組みとして、平成22年４月か
ら始まった「戸別所得補償モデル対策」について、消
費者に関わりのある切り口として、対象作物に係る
様々な製品を毎回取り上げ、その製品にまつわる背景
などを記事として22年７月号より掲載した。
　また、2010別冊affとして、一般消費者向けに農業
者戸別所得補償モデル対策の必要性を広く理解しても
らうため、『「食」と「地域」の再生に向けて　戸別所

得補償モデル対策』を22年６月に発行した。
⑵　農林水産省年報

　平成21年４月１日から平成22年３月31日までの農林
水産省の取組、農林水産省施策を取りまとめた、農林
水産省年報21年度版を発行し、ホームページにも掲載
した。

⑶　その他パンフレット
ア　豊かな「食」と「くらし」のために
　平成22年度に農林水産省が実施する主な施策（戸
別所得補償モデル対策、６次産業化など）を一般消
費者向けに分かりやすく説明したパンフレットを平
成22年５月に発行し、全国の消費者団体や自治体、
地域で実施された戸別所得補償モデル対策の説明会
等で配布した。
イ　「食」と「農」の再生をめざして
　平成23年度から本格実施される農業者戸別所得補
償制度や、米のトレーサビリティ法などを一般消費
者向けに分かりやすく説明したパンフレットを平成
23年３月に発行し、全国の消費者団体や自治体、地
域で実施されるイベント等で配布した。

⑷　みんなで農業のことを考えましょう！
　農政への国民的な理解を促進するため、鹿野大臣と
「お米大使」の小林幸子さんとの対談を行い、身近な
食の話題や新たな農政について話していただき、その
内容を消費者（主に主婦層）向けの雑誌２誌に掲載し
た。
　掲載雑誌
　①「オレンジページ」（平成23年３月17日発売）
　②「きょうの料理」（平成23年３月19日発売）

⑸　省　　内　　報
　省内コミュニケーションの活性化、ビジョンステー
トメントの浸透・実行の円滑化、個人としての人間力
の向上等を目的として、省内報「まふのわ」を発行。
今年度は、市町村や民間企業への出向者に対するイン
タビュー記事を中心に掲載した。
（平成20年５月19日創刊、平成22年度は３号発行）

３　地域での取組

　戸別所得補償モデル対策の推進に当たり、政務三役
を先頭に、全国の職員が一丸となって対策の周知・加
入促進活動を行う『戸別所得補償モデル対策「あぜ道
キャラバン」』を実施。各地方農政局等においても、
幹部が生産現場等を訪問するなど、同対策の加入促進
への協力要請、意見交換を行った。
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４　その他の取組

　平成23年度から農業者戸別所得補償制度を円滑に実
施するため開催された地方ブロックの説明会にあわ
せ、政務三役が地域の農林漁家の方々等と膝を交えた
意見交換を行い、今後の施策の展開への活用を図るこ
とを目的として「農山漁村車座懇談」を実施した。

５　内閣府政府広報との連携

　内閣府政府広報室において、政府の施策等につい
て、国民からの理解と協力を得ることを目的として、
各種媒体による広報活動を行うとともに、国民の政府
に対する意見・要望を把握するため、国政モニターに
よる広聴活動及び国民に対する意向調査を行っている。
　平成22年度に行った当省関係の政府広報の主なもの
は次のとおりである。

⑴　ラ　　ジ　　オ
「中山秀征のジャパリズム 」
ＦＭ東京毎週金曜日16 : 30 ～ 16 : 55他15局
　（生活の様々話題について、パーソナリティーが
毎回のテーマに合わせたゲストとともに分かりやす
く紹介）
○　戸別所得補償モデル対策等３件

⑵　新　聞　広　告
「記事下広告」及び「突き出し広告」
○　戸別所得補償モデル対策２件

⑶　政府広報室ホームページ
「政府広報オンライン」お役立ち情報
○　ユニバーサルデザインフードについて等２件

⑷　政府インターネットテレビ
「徳光＆木佐の知りたいニッポン！」
　（ゲストを招き、各種の話題や取組を分かりやす
く紹介）
○　めざましごはんキャンペーン等２件

⑸　音声広報CD
「明日への声」
　（政府の施策等を、分かりやすい内容にまとめて
CDに収録したもので、点字図書館等へ配布。）
○　木づかい推進月間等５件

⑹　広　聴　活　動
国政モニター随時報告
　平成22年度に国政モニターから出された意見のう
ち当省に関連する「食料自給率について」や「食の
安全・安心について」等６件の意見に対し回答を作
成。

第７節　行政情報化の推進

１　電子政府の推進

　電子政府の推進については、｢電子政府推進計画｣
（平成18年８月31日各府省情報化統括責任者（CIO）
連絡会議決定。平成20年12月25日一部改定。）及び ｢
オンライン利用拡大行動計画｣（平成20年９月12日高
度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略
本部）決定。）に基づき、①国民や企業による利用頻
度の高い行政手続のオンライン利用の促進、②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・システムの一元化・集中化等の業務・システム最
適化を行うため、以下の取組を実施した。

⑴　オンライン利用の促進
　IT戦略本部により決定された「オンライン利用拡
大行動計画」において国民や企業での利用頻度が高い
として掲げられている重点手続（①指定検疫物の輸入
届出、②輸入植物等の検査の申請、③採捕数量等の報
告）を中心に、オンライン利用を促進する取組を実施
した。

⑵　業務・システムの最適化
　平成18年３月に農林水産統計システムの「業務・シ
ステムの最適化計画」を策定したが、平成23年12月に
システムのリース期間が満了することを契機として、
平成22年12月に同計画の改定を行った。

２　セキュリティ対策

　「政府機関の情報セキュリティ対策の強化に関する
基本方針」及び「政府機関の情報セキュリティ対策の
ための統一基準」に基づき、農林水産省における情報
セキュリティの確保及びその向上を図るため、情報の
格付け及び取扱制限に関する規程の一部を改正し、農
林水産省における情報セキュリティレベルの向上に努
めた。

第８節　年次報告等

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、
政府は、「平成22年度食料・農業・農村の動向」及び
「平成23年度食料・農業・農村施策」を平成23年５月
31日に閣議決定し、同日付けで第177回国会に提出し
た。
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　近年の食料・農業・農村をめぐる状況や今後の課題
について、データ、図表、事例等を交えつつ記述する
ことで、食料・農業・農村に対する国民の関心と理解
が一層深まることを狙いとして作成した。
　全体の構成としては、冒頭に ｢東日本大震災｣ の特
集章を設け、被害の状況、被災地域の農業等の復旧・
復興に向けた取組等について平成23年5月18日までの
状況を報告した。また、平成22年10月に生物多様性条
約第10回締約国会議（COP10）等が開催されたこと
から、｢トピックス｣ として、｢環境問題と食料・農
業・農村｣ と題し、環境問題の解決に向けての食料・
農業・農村分野の取組についてとりまとめた。
　本編では、第１章 ｢食料の安定供給の確保｣、第２
章 ｢農業の持続的発展｣、第３章 ｢農村の活性化｣ と
して、特に、以下の点について力点をおいて、当該分
野の動向を記述した。
　第１章：食料自給率の向上と食料安全保障の確立に
向けた取組、健全な食生活に向けた取組、食品産業の
発展に向けた取組、食の安全・消費者の信頼の確保に
向けた取組
　第２章：戸別所得補償制度の本格的な実施、主要品
目の需要・生産の現状と課題、農業経営体と農業就業
者の動向、農業経営の動向と所得増大に向けた取組、
農村女性・高齢農業者の活動の促進のための取組、農
作業事故の減少に向けた取組、農業生産を支える農
地、資金、研究・技術開発、関連団体をめぐる状況
　第３章：農村地域と農業集落の現状、集落機能・地
域資源の維持に向けた取組、都市農業振興のための取
組、都市と農村の交流・人材の育成に向けた取組
　また、今回の年次報告は、昭和36年に「農業に関す
る年次報告」が初めて出されてから50年目に当たるこ
とから、巻末に ｢年次報告50年を振り返って｣ と題
し、50年間の食料・農業・農村分野での主な出来事、
指標等をとりまとめた。

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、食料供給に
関係する各種産業の経済活動を数量的に把握すること
を目的とし、考え方及び推計方法は、「産業連関表」
及び「国民経済計算」に準拠している。
　この経済計算は①農・漁業（きのこ等特用林産物を
含む。）及び食料関連産業の生産活動の結果をマクロ
の視点から把握した「農業・食料関連産業の経済計
算」、②農業部門の経済を生産と投資の両面から捉え
た「農業の経済計算」等から構成されている。
　平成22年度においては、平成20年度版を公表した。

平成20年度の農業・食料関連産業の国内総生産は44.7
兆円であった。農業・食料関連産業は、全体の国内総
生産（GDP）の9.1％を占めている。

３　産業連関表

　産業連関表は、国あるいは一定地域において１年間
に行われた財・サービスの産業相互間取引を一覧表に
表したものである。全国を範囲とする産業連関表は、
総務省、農林水産省をはじめとする関係10府省庁の共
同作業により、５年ごとに作成している。
　平成22年度においては、「平成23年表作成のための
基本方針」を平成22年12月に決定し、この基本方針に
基づき、産業連関幹事会やワーキンググループにおい
て、関係府省庁に共通する問題の処理、部門分類、概
念・定義、推計方法等に関する具体的問題等、平成23
年表の作成に向けた検討を実施した。

第９節　農林水産省図書館

１　収　　　書

　平成22年度に購入等により新たに収集した図書館資
料数は、図書1,943冊、DVD及びビデオテープ97タイ
トル、CD-ROM73タイトルである。
　22年度末における図書館資料数は、図書189,317冊、
DVD及びビデオテープ2,771タイトル、CD-ROM1,295
タイトルである。
　また、22年度の新聞・雑誌の購読数は 925種（国内
817種、外国108種）である。

２　納本及び配布

　平成22年度に国立国会図書館法に基づき、農林水産
省が発行した資料（以下「農林水産省発行資料」とい
う）の国立国会図書館への納本数は363種である。
　また、他府省及び国内外の関係機関に対して、農林
水産省発行資料の配布を行った。

３　利　　　用

　平成22年度の来館者数は33,990人、図書館資料の貸
出冊数は9,933冊であった。
　また、当館と国立国会図書館並びに各府省の図書館
間での図書館資料の貸し借りは554冊（貸出156冊、借
受398冊）であった。

４　情報システムの活用

　図書館利用者に対する利便性向上のため、平成21年
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４月から林野庁図書資料館とシステムを共有化し、共
通の図書貸出カードで図書の貸借を行っている。
　また、インターネットから利用できるサービスとし
て、図書館資料の目録情報及びデジタル化した農林水
産省発行の資料の閲覧・検索等のサービスを提供して
いる。
　なお、22年度は 359冊の農林水産省発行資料のデジ
タル化を行った。この結果、22年度末におけるデジタ
ル化した件数は 2,965件である。

５　電子・映像情報室

　パソコン、ビデオデッキ、DVDプレイヤー、モニ
ター等の機器を設置し、電子・映像資料の視聴の場を
提供している。

第10節　食料の安定供給の確保

１　食料自給率等の動向

⑴　食料自給率の動向
　我が国の食料自給率は、カロリーベースにおいて、
昭和40年度の73％から長期的に低下傾向で推移し、平
成22年度は前年度から１ポイント低下して39％となっ
た。
　一方、生産額ベースにおいても昭和40年度の86％か
ら長期的に低下傾向であり、平成22年度は１ポイント
低下し69％となった。

⑵　食料消費の動向
　我が国の食料消費は、高度経済成長期における所得
水準の向上等を背景にして量的に拡大するとともにそ
の内容も大きく変化してきた。具体的には、米の消費
が減少する一方で、肉類、牛乳・乳製品、油脂類等の
消費が増加してきた。
　国民１人・１日当たり供給熱量は、昭和35年度の
2,291kcalから39年度に2,400kcal台、43年度に2,500kcal
台へと速いテンポで増加したが、その後、増加傾向は
緩やかになり平成８年度の2,670kcalをピークに、近年
は減少傾向にある。平成22年度は、2,458kcal（対前年
度19kcal増）となった。
　たんぱく質、脂質、糖質による供給熱量の割合
（PFC供給熱量比率）は、昭和35年度にはP：12.2％、
F：11.4％、C：76.4％であった。その後、急速に脂質
の割合が増加したが、ここ数年は健康志向の高まり等
から減少傾向にある。平成22年度は、P：12.9％（対
前年度0.1ポイント減）、F：28.7％（同0.2ポイント増）、
C：58.4（同0.1ポイント減）となった。

　なお、平成22年度の品目別の消費量（国民１人・１
日当たり供給純食料）についてみると、前年度と比
べ、牛乳・乳製品、米、小麦等が増加し、野菜、果実
等が減少した。

⑶　食料自給率向上のための国民運動
　平成22年３月に新たな食料・農業・農村基本計画を
策定し、平成32年度にカロリーベースで50％、生産額
ベースで70％という食料自給率目標を設定したが、こ
の目標達成のためには、生産面での取組のみならず、
消費面での取組が大切であり、国民一人ひとりが、食
料自給率の向上の重要性を認識し、考え、行動を起こ
すことが不可欠である。
　このような取組を推進するために、平成20年10月に
関係者が一体となって立ち上げた食料自給率向上に向
けた国民運動「フード・アクション・ニッポン」の中
で、実際の国産農産物の消費拡大等につなげるため
に、政府の広報と連携して民間事業者独自の販売促進
活動等を行っていただく取組を実施した。また、この
一環として、米粉の認知拡大を図り、消費量の増大及
び食料自給率向上につなげることを目的に平成21年10
月に立ち上げた米粉倶楽部において、政府の米粉キャ
ンペーンと連動して民間事業者（米粉倶楽部員）によ
る米粉販売促進フェアを開催していただく取組を行っ
た。これらの取組の結果、国民運動の趣旨に賛同し具
体的な取組を進める企業・団体等（推進パートナー）
は平成22年度末で5,446社（うち922社は米粉倶楽部に
も参加）と着実に増加している。

表２　食料自給率等
（平成22年度）

供給熱量ベー
スの総合食料
自給率（％）

39
国産熱量　946kcal

　　　　　　　　　　　　　　　
供給熱量　2,458kcal

生産額ベース
の総合食料自
給率（％）

69
食料の国内生産額　9.7兆円

　　　　　　　　　　　　　　　　
食料の国内消費仕向額　14.1兆円

飼料自給率
（％） 25

PFC供給熱量比率（％）
　　　　P（たんぱく質）
　　　　F（脂質）
　　　　C（糖質）

12.9
28.7
58.4
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品目別自給率
（％）

国民１人・１年当たり
供給純食料（㎏）

米 97 59.5

小麦 9 32.7

大豆 6 6.3

野菜 81 88.3

果実 38 36.5

肉類 56（7） 29.1

鶏卵 96（10） 16.6

牛乳・乳製品 67（28） 86.4

魚介類 54 29.6

※（　）内は飼料自給率を考慮した値。 

２　総合的な食料安全保障

　不測時のみならず、平素から食料の供給面、需要
面、食料の物理的な入手可能性を考慮するアクセス面
等を総合的に考慮し、関係府省との連携を検討しつ
つ、総合的な食料安全保障を確立するため、食料の安
定供給に影響を与える可能性がある様々なリスクにつ
いて分析・評価、対応策の検討・実施を恒常的に進め
る手法を導入した。

３　食料需給等の動向と見通し

　国内外の食料需給動向に関する情報の収集・分析
及び提供の一環として、世界の主要穀物等の需給
動向を分析した「海外食料需給レポート（Monthly 
Report）」を毎月公表した。また、10年後の世界の食
料需給見通しを定量的に予測・分析した「2020年にお
ける世界の食料需給見通し」を平成23年２月18日に公
表した。さらに、これらの分析に我が国の農産物貿易
の動向などを加え、総合的に分析した「海外食料需給
レポート2010（年報）」を平成23年４月28日に公表した。
　また、30 ～ 50年後の世界の超長期食料需給予測を
行うための供給・需要及び貿易の各モデルシステムを
構築した。

４　東京電力株式会社福島第一・第二原子力発
電所事故への対応

　平成23年３月11日に発生した東京電力福島第一・第
二原子力発電所事故を受けて、省内に農林水産大臣を
本部長とする農林水産省原子力災害対策本部を設置
し、発災施設等周辺地域における被害状況等の情報収
集、対応策の検討等を行った。

第11節　戸別所得補償モデル対策

⑴　趣　　旨
　我が国の農業は、農業従事者の減少・高齢化、農業
所得の激減など大変厳しい状況にある。このため、戸
別所得補償制度の導入により、意欲ある農業者が農業
を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図ること
で、食料自給率の向上を図るとともに、農業の有する
多面的機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮され
るようにする必要がある。
　平成23年度の戸別所得補償制度の本格実施に向け
て、事業の効果や円滑な事業運営を検証するために、
平成22年度に戸別所得補償モデル対策（水田利活用自
給力向上事業及び米戸別所得補償モデル事業）を実施。

⑵　対策の概要
ア　水田利活用自給力向上事業
ア　対象農業者
　本事業の対象農業者は、実需者等に出荷・販売
することを目的として、交付対象作物を生産する
農業者・集落営農としている。
　水田作の麦・大豆といった転作作物への助成に
ついては、米の生産数量目標を達成した農家だけ
を対象としてきたが、本事業ではこれまで米の需
給調整に参加してこなかった農家も参加しやすく
なるよう、米の生産数量目標の達成にかかわらず
助成の対象としている。
イ　対象作物及び交付単価
　作付拡大に対応できるよう、全国統一単価
（「その他作物」を除く）で、作物の作付面積の実
績に応じて交付。
ａ　戦略作物
麦、大豆、飼料作物  35,000円/10a
米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲
　　  80,000円/10a
そば、なたね、加工用米  20,000円/10a

ｂ　その他作物
　その他作物については、野菜や雑穀など、地
域によって振興作物がさまざまであることか
ら、標準単価（10,000円/10a）に基づく交付総
額の範囲内で、都道府県単位で対象作物・単価
を設定。
ｃ　二毛作助成
　水田を最大限活用して自給率の向上を図るた
め、「主食用米と戦略作物」又は「戦略作物同
士」を組み合わせて作付ける場合のみを対象と
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した二毛作への助成を実施（15,000円/10a）。
〈10a当たりの交付パターン〉
主食用米＋麦  （米のモデル事業）＋15,000円
大豆＋麦  35,000円＋15,000円
麦＋そば  35,000円＋15,000円
米粉用米＋麦  80,000円＋15,000円

ウ　激変緩和措置
　平成23年度の戸別所得補償制度の本格実施に向
けて、22年度も継続して安定的な生産体制が維持
できるよう、従来の対策に比べ交付額が減少する
地域の影響を緩和するため、激変緩和措置を設定。

イ　米戸別所得補償モデル事業
ア　対象農業者
　本事業の対象農業者は、米の生産数量目標に即
して生産を行った販売農家又は集落営農としてい
る。
　販売農家については、販売を目的として主食用
米を生産する農家であって、水稲共済に加入して
いることを原則とし、水稲共済未加入者であって
も、前年度の出荷・販売先との契約状況を確認し
対象とすることとしている。
　また、集落営農については、複数の販売農家に
より構成される任意組織でありって、組織の規約
及び代表者を定め、かつ、交付対象作物の生産・
販売について共同販売経理を行っているものとし
ている。
イ　交付単価
ａ　定額部分
　全国一律の交付単価とし、平成22年産米の販
売価格にかかわらず10aあたり15,000円を交付
することとしている。

（参考）交付単価の算定方法
①標準的な生産に要する費用  13,703円/60kg
②標準的な販売価格  11,978円/60kg
③差引（①－②）  1,725円/60kg
④交付単価（③×530kg/10a÷60kg） 15,238円/60kg

≒15,000円/60kg
（注）　①標準的な生産に要する費用は、米の生産費

統計の経営費の全額と家族労働費の８割の過去
７年（平成14年産から平成20年産）中庸５年の
平均により算定した。
　②標準的な販売価格は、全銘柄平均の相対取
引価格の過去３年（平成18年産から平成20年産
まで）の平均から流通経費等を除いたものであ
る。
ｂ　変動部分

　平成22年産米の販売価格が標準的な販売価格
を下回った場合には、その差額を基に算定され
た10a当たりの交付単価を交付することとして
いる。
　なお、平成22年産米については、当年産の出
回りから平成23年1月までの全銘柄平均の相対
取引価格から流通経費等を除いて算定された販
売価格（農家手取価格10,263円/60kg）が、標
準的な販売価格（11,978円/60kg）を下回った
ため、変動部分の交付単価は15,100円/10aと算
定された。

ウ　交付対象面積
　主食用米の作付面積から自家消費米や縁故分と
して一律10aを控除した面積とする。
　ただし、集落営農が農業共済資格団体である場
合には、組織単位で計算される主食用米の作付面
積から10aを控除することとしている。

⑶　支払実績
ア　支払金額
　本対策の支払額は4,958億円となっており、内訳
は米戸別所得補償モデル事業が3,069億円、水田利
活用自給力向上事業が1,890億円となった。

米戸別所得補償モデル事業   3,069億円
   　　　　　　（定額部分）  1,529億円
　　　　　　　（変動部分）  1,539億円
　水田利活用自給力向上事業  1,890億円

イ　支払件数
　本対策の交付件数は1,163,090件となっており、内
訳は、個人が1,149,505件、法人が6,187件、集落営
農が7,398件となっている。
ウ　支払面積
　本対策の支払面積は、
米戸別所得補償モデル事業  1,019,476ha
水田利活用自給力向上事業
・麦  116,300ha
・大豆  112,003ha
・飼料作物  95,679ha
・米粉用米  4,920ha
・WCS用稲  15,878ha
・そば  31,346ha
・なたね  759ha
・加工用米  38,374ha
・その他  129,404ha
となった。
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第12節　資源・環境対策の推進

１　バイオマス活用の推進

⑴　バイオマス活用推進基本計画
　「バイオマス活用推進基本法」（平成21年法律第52
号）に基づき、「バイオマス活用推進基本計画」が策
定された（平成22年12月閣議決定）。
　本計画では、将来的に実現すべき社会の姿として、
「環境負荷の少ない持続的な社会の実現」、「新たな産
業創出と農林漁業・農山漁村の活性化」、「バイオマス
利用を軸にした新しいライフスタイル」、「国際的な
連携の下でのバイオマス活用」が４つが示されると
ともに、それらを実現するため、平成32（2020）年ま
でに国が達成すべき目標として、炭素量換算で年間約
2,600万トンのバイオマスを活用すること、600市町村
において市町村バイオマス活用推進計画を策定するこ
と、バイオマスを活用する約５千億円規模の新産業を
創出することが掲げられた。

⑵　国産バイオ燃料等の利用促進
　国産バイオ燃料の生産拡大は、地球温暖化防止及び
循環型社会の形成のみならず、農林水産物のエネル
ギー利用という新たな領域を開拓し、農山漁村の活性
化にも貢献するものとして期待が寄せられている。
　このような観点から、平成19年２月に「国産バイオ
燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表」を作成し、平
成23年に国産バイオ燃料を５万kl生産する目標が立て
られた。
　この工程表の着実な実施を図るため、農林水産省で
は、原料の調達からバイオ燃料の製造・販売まで地域
の関係者が一体となって大規模実証事業を進めてい
る。バイオエタノールについては年間3.1万klの生産を
目標として、また、バイオディーゼル燃料については
年間約0.8万klの生産を目標としてそれぞれ取り組んで
いる。特に、バイオエタノールについては平成22年度
に、北海道２地区、新潟１地区の計３地区において年
間約2.2万klが製造され、ETBE方式または直接混合方
式でガソリンと混合したバイオエタノールガソリンが
販売されている。
　また、バイオ燃料の生産拡大による食料供給への影
響を考慮し、国内に豊富に存在する稲わら等の未利用
バイオマス活用のために、ソフトセルロース系原料の
収集・運搬からバイオ燃料の製造・利用まで一貫した
技術の確立を行う実証事業を４地区で実施している。
　さらに、平成22年度当初予算として、農林水産分野

の省エネ・省コスト化の推進と地球温暖化防止を実現
するための農林水産業関連施設等への太陽光パネル設
置の支援を37地区実施する他、補正予算として、農山
漁村に存在するバイオマス等を活用する取組のうち、
雇用創出効果を早期に発現することが見込まれるもの
の施設整備の支援を26地区実施している。
　また、バイオ燃料の生産・利用拡大を推進する措置
として、バイオエタノール混合ガソリンに係るバイオ
エタノール分のガソリン税の免税措置を講じている。
　平成23年度予算では、総合的、一体的かつ効果的な
バイオマスの活用推進を図るため、「バイオマス地域
利活用総合対策」を措置することとした。

⑶　農林漁業バイオ燃料法
　「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料として
の利用の促進に関する法律」（平成20年法律第45号）
が平成20年10月に施行された。
　本法は、バイオマスの生産者である農林漁業者等と
バイオ燃料製造業者が連携した取組に関する計画、バ
イオマスの生産及びバイオ燃料の製造の高度化に向け
た研究開発に関する計画を認定するものである。
　本法の支援措置として、農林漁業者に対する農業改
良資金等の償還期間の延長、バイオ燃料製造業者に対
する中小企業投資育成株式会社法の特例、研究開発を
行う者に対するバイオ燃料向けの新品種に係る種苗法
の出願料・登録料の軽減措置等が講じられている。
　さらに、認定計画に従って新設されたバイオ燃料製
造設備に係る固定資産税の課税標準を３年間1/2に軽
減する税制の特例措置も講じられている。
　本法に基づく認定計画は、平成23年３月末時点で10
件となり、バイオ燃料生産拡大に貢献している。

⑷　バイオマスタウンの推進
　地域のバイオマスを総合的に利活用するバイオマス
タウンについては、平成23年３月末時点で構想策定地
区数が303となり、平成22年度末に300地区程度におい
て策定するとしていた目標を達成した。
　さらに、バイオマスタウン構想の策定・実現や、バ
イオ燃料の利活用に当たり、豊富な技術的知見を有
し、関係者間の調整等地域の取組をコーディネートす
る「現場で働くことのできる」人材の育成を実施した。
　また、東アジア地域におけるバイオマスタウン構想
普及支援では、昨年度にバイオマスタウン構想を策定
したタイ、ベトナムに加え、平成22年度からは、イン
ドネシア、マレーシアを対象として取り組んでいる。
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２　農林水産分野における地球温暖化対策の推
進

　IPCC（Intergovernmental  Panel  on  Climate 
Change:気候変動に関する政府間パネル）の報告書に
よれば、地球温暖化は加速的に進行しており、農林水
産業にも深刻な影響が生じると予測されている。我が
国においても、一部の農作物で高温障害等の発生が問
題となっている。
　また、世界全体での地球温暖化対策の推進に資する
ため、我が国の農林水産技術を活用した国際協力が重
要である。
　このような状況を踏まえ、農林水産省では、平成20
年７月に改定を行った「農林水産省地球温暖化対策総
合戦略」に基づき、
①　地球温暖化防止策（森林吸収源対策や農林水産分
野の排出削減対策等）
②　地球温暖化適応策（品種の開発や栽培体系の見直
し等）
③　農林水産分野での国際協力（地球温暖化防止策及
び適応策の技術を活用した国際協力）
に取り組んでいるところである。
　平成22年度には、農林水産分野における温室効果ガ
スの排出量取引への参画支援のため、農林水産業から
発生するメタン、一酸化二窒素等に係る新たな排出削
減方法論の検討・策定等を支援した。
　その結果、７月には、オフセット・クレジット
（J-VER）制度（国内の自主的な温室効果ガス排出削
減・吸収プロジェクトから生じた排出削減・吸収量を
認証する制度）において「低タンパク配合飼料利用に
よる豚のふん尿処理からのN2O排出抑制」が新たな
温室効果ガス排出削減手法として認められた。
　平成23年３月には、国内クレジット制度（大企業等
による技術・資金等の提供を通じて、中小企業・農林
漁業者等が行った温室効果ガス排出削減量を認証する
制度）において「豚への低タンパク配合飼料の給餌」
及び「家畜排せつ物の管理方法の変更」が新たな排出
削減手法として認められた。
　また、地球温暖化防止策の１つである「CO2の見え
る化」に関しては、カーボンフットプリント（製品の
ライフサイクル全体で排出された温室効果ガス排出
量を合算し、それをCO2排出量に換算して表示したも
の）の推進に係るモデル的事業を実施し、従来の米、
野菜及び果実等に加え、新たに生乳、きのこ類に関す
る算定基準を作成した。
　さらに、生産者が自ら農産物の生産工程から排出さ

れる温室効果ガス排出量を簡易に把握できる算定ツー
ルを作成したところであり、今後、これらの活用を通
じて、「CO2の見える化」の取組を推進していく。

３　農林水産分野における生物多様性保全の推
進

　「農林水産省生物多様性戦略」（平成19年7月農林水
産省新基本法農政推進本部決定）及び「生物多様性国
家戦略2010」（平成22年３月閣議決定）に基づき、有
機農業をはじめとする環境保全型農業の推進、生物多
様性に配慮した生産基盤整備の推進、間伐等による森
林の適切な整備・保全、藻場・干潟の造成・保全等、
生物多様性保全をより重視した農林水産施策を推進し
ている。平成20年度より農林水産業と生物多様性の関
係を定量的に計る指標の開発を行ったほか、全国各地
で進みつつある食料生産と生物多様性保全を両立させ
る取組について、「生きもの田んぼ＆生きもの畑を育
む実践アイデア手帖」として実践方法等を平成23年３
月に取りまとめた。
　平成22年10月に名古屋で開催された生物多様性条
約第10回締約国会議（COP10）（議長：環境大臣）で
は、生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急
な行動を実施するという目標に向け、2020年までに世
界が取り組むこととされた戦略計画2011-2020・愛知
目標が決定された。また、遺伝資源へのアクセスと利
益配分（ABS）に関する国際ルールである名古屋議
定書が決定された。今後、我が国での円滑な実施を図
るため関係省庁で検討を進めていく。
　COP10に先立ち、農林水産大臣が議長を務めるカ
ルタヘナ議定書第５回締約国会議（MOP５）が開催
され、遺伝子組換え生物（LMO）の国境を越える移
動により、生物多様性の保全及び持続可能な利用に損
害が生じた場合の「責任及び救済」に関して締約国が
講じるべき措置について規定した「名古屋・クアラル
ンプール補足議定書」が採択された。今後は、多くの
途上国を含む締約国内で、この補足議定書が円滑に実
施されるよう努めていくことが重要となっている。
　これらのCOP10の成果等を踏まえ、生物多様性を
重視した農林水産業を強力に推進するための指針であ
る農林水産省生物多様性戦略の見直しに向けた検討を
開始した。

４　緑と水の環境技術革命総合戦略の策定

⑴　緑と水の環境技術革命の概要
　農山漁村は、人口の減少や高齢化の進行、兼業機会
の減少等、厳しい状況にあり、その活性化を図ること
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が不可欠である。
　農山漁村の活性化を図るためには、一次産業である
農林漁業と、二次産業、三次産業との融合を図り、農
山漁村に由来する農林水産物や、バイオマス、太陽
光・水力・風力等の再生可能エネルギー等の地域資源
を最大限活用することにより地域ビジネスの展開と新
たな業態の創出を促す農山漁村の六次産業化を推進す
ることが不可欠である。
　「食料・農業・農村基本計画」（平成22年３月閣議決
定）及び、「新成長戦略」（平成22年６月18日閣議決
定）の工程表においては、農山漁村の六次産業化に
よって、2020年までに農山漁村において６兆円規模の
新産業を創出することが目標とされたところである。
　「緑と水の環境技術革命」は、素材・エネルギー・
医薬品等の分野で先端技術を活用して、農林水産業・
農山漁村に関連する資源を活用した産業を新たな成長
産業とすることを目指すものであり、上記の目標の実
現に向けて大きく貢献するものである。

⑵　緑と水の環境技術革命の推進施策
　「緑と水の環境技術革命」の推進によって、新たな
付加価値を農山漁村地域内で創出し、雇用と所得を確
保するとともに、若者や子どもも農山漁村に定住でき
る地域社会を構築するため、関連施策を実施した。
ア　緑と水の環境技術革命総合戦略策定事業
　農林水産業・農山漁村に豊富に賦存する資源を活
用した新産業の創出に向け、推進すべき重点分野及
びこれらに準ずる市場創出効果が見込まれる分野の
選定を行うための委託事業を実施し、「緑と水の環
境技術革命総合戦略」を策定し公表した。

（予算額800万円）
イ　緑と水の環境技術革命プロジェクト事業
　「緑と水の環境技術革命総合戦略」に位置付けら
れる重点分野や新技術等、農山漁村の資源を活用し
た新たな事業の創出につながる可能性のある技術に
ついて、採算性や実用化に向けた技術課題の検討等
の事業化可能性調査を行った。

（予算額200百万円）

第13節　農林水産政策研究

１　研究の推進状況

　農林水産政策研究所は、農林水産政策に関する総合
的な調査及び研究を行うことを使命とし的確かつ効率
的に調査研究を実施するため、「農林水産政策研究所
政策研究基本方針」に基づき政策研究を進めている。

近年の農林水産業、農林水産政策をめぐる諸情勢の変
化に機動的に対応するため、平成19年度に正式導入し
た領域・チーム制のもとで、21年度においても引き続
き、行政部局と連携をとりつつ研究を推進した。また、
21年度から開始した大学等外部に公募する委託研究の
スキームを引き続き実施した。

２　主要政策研究実施課題

⑴　行政対応特別研究
　行政部局からの具体的な要請に対応して以下の政策
研究を実施した。
ア　アジア、太平洋諸国における経済連携に関連した
貿易構造の分析
イ 戸別所得補償制度等が地域農業に与える影響の分
析

⑵　プロジェクト研究
　重点的な政策研究課題として以下のプロジェクト研
究を実施した。
ア　消費者ニーズの変化に対応した食品サプライ
チェーンの再編に関する研究（平成22年度～ 24年
度）
イ　我が国農業分野における地球温暖化対策の評価手
法の開発に関する研究（平成22年度～ 24年度）
ウ　効果的な農村活性化に向けた多様な主体との連携
モデルの構築に関する研究（平成21年度～23年度）
エ　世界の食料需給の中長期的な見通しに関する研究
（平成20年度～ 22年度）

⑶　所内プロジェクト研究
　研究所の専門性及び知見を活かした基礎的・先導的
研究として以下の政策研究を実施した。
ア　最近の貿易政策を踏まえた主要国・地域の農業事
情、農業・貿易政策の分析
⑷　農林水産政策科学研究委託事業（委託研究）
　外部の研究者の幅広い知見を活用して行う研究とし
て以下のテーマで公募、採択して実施した。
ア　権利取引の農林水産業への適用可能性に関する法
経済学的視点からの分析
イ　食料・農業に関する国境を越えた企業行動の実態
とその国際貿易等への影響の分析
ウ　農林水産業・農山漁村の安らぎ、癒し、健康の維
持増進、伝統文化の維持継承等の機能が地域に与え
る効果を評価する手法とその機能の発揮を進めるた
めの体系的な政策展開の方法に関する研究
エ　消費者重視など社会的責任の観点から見た食品事
業者の行動の分析・検証並びに当該行動の透明性向
上及び評価の適正化に関する研究
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３　研 究 交 流

⑴　客員研究員
　農林水産政策研究所は、毎年外部の研究者を客員研
究員として任命し、その専門的知見により研究の推進
に有益な助言を得るようにしている。平成22年度は、
以下の者を総合的な視点からの助言を依頼する客員研
究員（総合）として任命したほか、25人の個別特定分
野ごとの客員研究員を任命し、専門的立場からの助言
を依頼した。
アグネス・チャン　歌手、教育学博士
小泉　武夫　　　　食文化論者（東京農業大学名誉教
　　　　　　　　　授、農学博士）
中島　隆信　　　　慶應義塾大学商学部　教授
原　　　剛　　　　早稲田環境塾　塾長
松谷　明彦　　　　政策研究大学院大学　教授

⑵　外国人招へい
　農林水産政策研究所は、毎年海外の著名な研究者を
招へいし、当研究所の研究者との研究交流、セミナー
やシンポジウムの開催を行っている。平成22年度の主
な取組は以下のとおり。
ア　中国北京大学より研究者を招へいし、セミナー
「中国の貿易戦略の現状と今後の方向について」を
行った。（平成22年８月）
イ　中国農業部農村経済研究中心より研究者を招へい
し、セミナー「中国の農業農村政策の現状と今後の
方向」を行った。（平成23年２月）
ウ　ニュージーランド環境省及び農林省、韓国農村経
済研究院及びオランダ経済・農業・技術革新省より
研究者を招へいし、農林水産政策研究所シンポジウ
ム「地球温暖化と農業とのかかわり－農業分野にお
ける温室効果ガス排出量取引に関する課題と展望
－」を開催した。（平成23年２月）

４　研 究 成 果

　農林水産政策研究所では、研究成果をホームページ
に掲載するとともに刊行物とし配布した。

⑴　機関誌等
ア　農林水産政策研究所レビュー
　所の研究活動全般を広く一般に知らせる広報誌と
してNo.36（平成22年６月発行）～ No.40（平成23
年３月発行）を刊行した。
イ　農林水産政策研究
　研究成果の原著論文として論文、研究ノート、調
査・資料、書評を掲載する学術的資料として不定期
に刊行する。本年度は第18号（平成22年10月発行）

を刊行した。
⑵　研究資料

　研究実施課題に沿い実施された研究成果を取りまと
めた研究資料として、本年度は以下を刊行した。
行政対応特別研究［二国間］研究資料
第９号（平成22年７月発行）平成21年度カントリー
レポート　中国の食糧生産貿易と農業労働力の動
向　
第10号（平成22年７月発行）平成21年度カントリー
レポート　中国、インド
第11号（平成22年11月発行）平成21年度カントリー
レポート　オーストラリア、ニュージーランド、
アルゼンチン
第12号（平成22年11月発行）平成21年度カントリー
レポート　EU、米国、ブラジル
第13号（平成22年11月発行）平成21年度カントリー
レポート　韓国，タイ，ベトナム

農村活性化プロジェクト研究資料
第１号（平成22年９月発行）中山間地域において森
林・農地資源の管理を担う第３セクターの現状と
動向
第２号（平成23年３月発行）農業雇用労働力の実態
－総務省「就業構造基本調査」組替集計から－

行政対応特別研究資料
（平成22年11月発行）子どもを対象とした農林漁家
宿泊体験による農山漁村振興の実態と課題

経営安定プロジェクト研究資料
第４号（平成23年1月発行）平成20年度集落営農組
織の設立等が地域農業、農地利用集積等に与える
影響に関する分析研究報告書
第５号（平成22年10月発行）水田・畑作経営所得安
定対策下における集落営農組織等の動向と今後の
課題（２）　
第６号（平成23年１月発行）平成21年度水田作地域
における集落営農組織等の動向に関する分析研究
報告書

環境プロジェクト研究資料
第２号（平成22年３月発行）生物多様性保全に配慮
した農業生産の影響評価とその促進方策

行政対応特別研究資料
（平成23年３月発行）アジア太平洋地域の貿易構造
とASEAN＋１型FTA

（平成23年３月発行）欧米の価格・所得政策等に関
する分析

所内プロジェクト［二国間］研究資料
（平成23年３月発行）第１号  平成22年度カント
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リーレポート　アルゼンチン、インド
（平成23年３月発行）第２号  平成22年度カント
リーレポート　中国、タイ
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第１節　国際交渉への対応

１　WTO（世界貿易機関）

⑴　WTO協定の概要
　ガットにおいては、1947年から1979年まで多角的貿
易交渉（ラウンド）が７回開かれ、各国の関税の引下
げ、貿易障壁の低減など多くの成果をもたらしてきた。
　その後、1986年にウルグァイ・ラウンド（UR）が
開始され、1993年12月に実質合意された。そして、
1995年１月１日にWTO協定が発効し、米国、EC、豪
州、カナダ、日本などの主要国の加盟の下、世界貿易
機関（WTO）が設立された。
　WTO協定は、世界貿易機関を設立するマラケシュ
協定（本体）と附属書１～４からなり、農林水産関係
では、附属書１に農業協定、動植物検疫を規律する
SPS協定、林・水産物補助金を規律する補助金・相殺
措置協定（以下「補助金協定」）などが含まれる。

⑵　各委員会の主な活動
　これらの協定に対応してWTOには各委員会が設け
られており、当省に関連する委員会としては、農業委
員会、SPS委員会、貿易と環境委員会などがある。
ア　農業委員会
　農業委員会は、農業協定第18条に基づき、加盟各
国のUR約束の実施の進捗状況等について検討する
こととなっており、2010年度は３回開催された。こ
の検討は、各国からの実施状況の通報及び事務局が
作成する実施に関する各種資料に基づいて行われ
る。なお、2000年から開始されている農業交渉は、
農業委員会特別会合において行われており、上記の
活動については、農業委員会通常会合において行わ
れている。
イ　SPS委員会
　SPS委員会は、SPS協定第12条に基づき、協定の
実施の協議のために開催されることになっており、
2010年度は３回開催された。本委員会においては、
ア．貿易上の関心事項についての質疑応答、イ．特
別かつ異なる待遇（S&D）の実施、ウ．透明性に

関する規定の実施、エ．特別協議制度（協定第12条
第２項）等に関する議論が行われた。
ウ　貿易と環境委員会（CTE）
　CTEにおいては、環境措置が市場アクセスに与
える影響等についての議論が行われており、各国が
環境政策の決定過程における具体的な取組等につい
て、情報を共有化する作業を続けており、2010年
度は２回開催された。また、CTE特別会合では、
WTOルールと既存の「多国間環境協定（MEA）」
が規定する特定の貿易義務（STO）との関係、環
境物品及びサービスの関税撤廃等について交渉が行
われている。

⑶　WTO閣僚会議
　WTO閣僚会議は、全ての加盟国の代表で構成さ
れ、原則として２年に１回会合することとされてお
り、閣僚宣言及び各委員会からの報告書の採択など、
多国間貿易協定に関する全ての事項について決定を行
う権限を有している。
　WTOが発足して以来４回目の閣僚会議が、2001年
11月にカタール国ドーハにおいて開催され、幅広くバ
ランスのとれた項目を対象とする新ラウンドを立ち上
げる閣僚宣言が採択された。これにより、農業交渉は
新ラウンド（ドーハ開発アジェンダ）の一部として、
他の分野とともに一括して合意されるべきものとして
位置づけられることとなった。
　なお、閣僚宣言のうち、農業関係については、非貿
易的関心事項に配慮するべきこと等、我が国の主張が
受け入れられた。
　５回目の閣僚会議は、2003年９月にメキシコ・カン
クンにおいて開催され、各交渉分野にわたり、閣僚会
議文書案が提示されたが、先進国、途上国間の立場の
違いが埋まらず、シンガポール・イシュー（投資、競
争、政府調達透明性及び貿易円滑化の４つの議題）を
契機に合意が得られないまま終了した。
　６回目の閣僚会議は、2005年12月に香港において開
催され、2006年中のドーハ・ラウンド終結に向け、香
港閣僚宣言が採択された。農業分野については、モダ
リティ確立に向けて基礎となるべき構造的要素のう
ち、各国の意見の収れんがみられた内容について整理

第２章　国　　際　　部
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された。また、2006年４月末までにモダリティを確立
し、同年７月末までに各国が包括的な譲許表案を提出
するとのスケジュールが合意された。
　我が国は、途上国の開発問題に対する貢献として、
同閣僚会議に先立って「開発イニシアティブ」を策定
し、後発開発途上国に対して原則として無税無枠の措
置等を供与することを表明し、高い評価を受けた。
　７回目の閣僚会議は、2009年11月から12月にスイ
ス・ジュネーブにおいて開催された。多角的貿易体制
と世界経済の現状等について幅広く議論が行われた
が、ラウンド交渉については、モダリティ合意に向け
た交渉等は行われず、G20サミット（９月）等で合意
された2010年中の妥結追求を確認するに留まった。

⑷　WTO交渉
ア　農業交渉
　農業交渉に関しては、2000年３月の開始以降多く
の交渉提案が提出され、我が国も「多様な農業の共
存」を基本理念とする「WTO農業交渉日本提案」
を取りまとめ、2000年12月にWTO事務局へ提出し
た。
　各国の交渉提案や議論を受けて、モダリティの確
立に向けた交渉が行われたが、主に輸出国と輸入国
との間の溝が埋まらず、ドーハ閣僚宣言で示された
2003年３月末までにモダリティを確立することはで
きず、また、2003年９月にメキシコ・カンクンで行
われた閣僚会議も先進国と途上国の対立等を背景に
決裂した。
　その後、2004年３月に交渉が再開され、同年７月
には農業分野を含め、ドーハ・ラウンド交渉の枠組
み合意が成立した。
　2005年９月に入ると、新たに就任したWTO事務
局長と農業交渉議長のもとで議論が進められ、10月
には、我が国を含む食料輸入国で構成されるG10、
ブラジルやインド等の途上国で構成されるG20、
EU、米国等から、関税削減率等の数字を含む具
体的な提案がなされた。また、我が国は、米国、
EU、ブラジル、インド、豪州からなるG６の枠組
みに参加し、閣僚レベルでのモダリティ確立に向け
た議論に積極的に参画した。
　2005年12月に香港で開催された第６回WTO閣僚
会議では、香港閣僚宣言が採択され、2006年４月末
までにモダリティを確立するとともに、同年７月末
までに各国が譲許表案を提出することが合意され
た。なお、交渉の過程において我が国が提唱した
「開発イニシアティブ」は、香港閣僚会議でも高く
評価された。

　2006年１月にスイスのダボスで開催されたWTO
非公式閣僚会合では、４月末のモダリティ合意等に
向けて各国が協調して努力することを確認し、同年
２月以降、G６を中心に交渉が行われたが、米国が
国内支持、EU・我が国が農業の市場アクセス、ブ
ラジル・インド等の途上国が非農産品市場アクセス
について困難を抱えつつ、互いに攻撃しあうといっ
た「三すくみ」の状況が続いたため、期限までのモ
ダリティ確立には至らなかった。
　そのような中、事務レベルでは５月から６月にか
けて農業交渉議長の下で集中的な議論が行われ、G
６をはじめとする一連の閣僚級会合等では、６月に
提示された議長モダリティ案に基づき集中的な議論
が行われたが、主要国間の見解の隔たりは大きく、
モダリティ確立には至らなかった。さらに、７月中
旬のG８サミット首脳会議（サンクト・ペテルブル
グ）における、今後１ヶ月以内にモダリティを確立
すべく各国が柔軟性を示すべきとの首脳レベルの
方針を受けて急遽開催されたG６閣僚会合において
も、各国の見解の隔たりは縮まらず、全分野の交渉
を中断するとの結論に至った。
　その後、2007年１月にスイスのダボスで開催され
たWTO非公式閣僚会合で、交渉の本格的再開とい
う政治的意志が示され、主要国間の非公式協議を中
心とした議論が再開された。
　再開後主要国を中心に、市場アクセス、国内支
持、輸出競争の各分野で事務レベルでの議論が続け
られた後、４月、５月の二度にわたり、議長テキス
ト作成のたたき台として、個別論点毎の着地点を示
した議長ペーパーが提示され、同年７月には、モダ
リティ案に関する議長テキストが提示された。市場
アクセスでは、階層毎の関税削減率、重要品目の数
及びその取扱いについて括弧書きで示された他、関
税割当、SSG、途上国に対する特別かつ異なる取扱
いについて示された。国内支持については、貿易わ
い曲的国内支持全体、総合AMS及びデミニミスの
削減率が括弧書きで示された他、品目別AMSの上
限、青の政策の規律強化について示された。輸出競
争については、輸出補助金の撤廃までの枠組みが示
された他、輸出信用、輸出国家貿易、食料援助に関
する具体的な規律が示された。
　その後、約１カ月のテキスト検討期間を経た後、
議長テキストに基づいて同年９月から2008年１月に
かけて事務レベルでの集中的・専門的議論が行わ
れ、同年２月に議論の結果等を反映した改訂議長テ
キストが提示された。関税や国内支持の削減率、重
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要品目の数や取扱い等の主要な数字については、原
案と同じ幅のある提案が維持され、今後の議論に決
着が委ねられることとなったが、従来詳細な提案が
なされていなかった途上国の関心事項等についても
詳細な案が盛り込まれることとなった。
　２月以降も改訂議長テキストに基づき、事務レベ
ルでの集中的・専門的議論が再開されたが、輸出国
を中心に、ドーハ・ラウンドの年内妥結に向けての
機運が急速に高まり、同年７月には、モダリティ合
意を目指したWTO非公式閣僚会合が開催された。
　開催に先立ち、議論のたたき台となり得る第３次
改訂議長テキストが発出され、閣僚会合において
は、ラミーWTO事務局長がモダリティ合意に向け
た調停案を提示したものの、農業交渉における途上
国向けの特別セーフガード措置（SSM）を巡る中
国・インド等の一部の途上国と米国等先進国の対立
により、交渉は決裂した。その後、同年９月に事務
レベルでの協議が再開され、同年11月には、G20金
融サミットやAPECの首脳声明において、年内モダ
リティ合意に向けた強いメッセージが盛り込まれた。
　これにより、同年12月に再度閣僚会合を開催する
との機運が高まり、第４次改訂議長テキストが発出
され、ラミー事務局長、交渉議長及び主要国を中心
に閣僚会合の開催に向けて調整が行われたものの、
NAMA交渉の分野別関税撤廃のほか、SSMなどの
農業交渉における論点等を巡り、一部の途上国と先
進国との溝が埋まらず、閣僚会合の開催は見送られ
た。
　2009年７月のG８＋５サミット（イタリア・ラ
クイラ）、９月のG20サミット（米国・ピッツバー
グ）では、2010年中の妥結を追求する旨合意され
た。また、インド主催非公式閣僚会合（９月）での
合意を踏まえ、同月以降、事務レベル会合が開催さ
れたが、モダリティ上の未解決論点については、特
段の進展はみられなかった。
　2010年３月には、G20ピッツバーグ・サミット首
脳声明や第７回閣僚会議の結果を踏まえ、交渉の現
状評価（ストックテイキング）が行われ、状況を打
破するために、引き続き様々な形態での議論を継続
することの重要性が確認された。
　2010年11月のソウルG20サミットにおいて、2011
年が機会の窓であるとの認識が共有され、早期妥結
に向けた交渉が指示され、また2011年１月の非公式
閣僚会合（ダボス）において、４月までの全分野の
テキスト改訂、７月までの実質合意を目指すことと
なった。

イ　非農産品市場アクセス交渉
　非農産品市場アクセス交渉は、2001年11月ドーハ
閣僚宣言パラ16に基づき鉱工業品・林水産物の関税
及び非関税障壁の削減又は撤廃について交渉が開始
され、2002年７月には2003年５月末をモダリティ合
意期限とする作業計画について合意された。
　2003年９月のカンクン閣僚会議では、シンガポー
ル・イシューを中心に先進国と途上国間の立場の違
いが埋まらず、非農産品市場アクセス交渉も含む全
体として合意が得られないまま、会議は終了した。
　その後、2004年７月末の一般理事会で枠組み合意
が成立し、個別品目ごとに適用される定率でない関
税削減方式に関する作業を継続すること等が合意さ
れた。
　2005年３月にケニア・モンバサで行われた非公式
閣僚会議では、各国が従来の立場を繰り返すにとど
まり、方向性を示すに至らなかったが、キトゥイ貿
易産業大臣の議長サマリーにおいて、関税削減方式
についての提案を早急に提出し、６月までに関税削
減方式に合意することを目指すべきとされた。
　その後、2005年12月の香港閣僚会議では、関税削
減方式については複数の係数のスイス方式とするこ
と、分野別関税撤廃・調和については参加は非義務
的なものとすること、途上国へのS&Dと相互主義
の軽減の重要性を確認すること等を内容として採択
された閣僚宣言に基づきモダリティの確立に向け交
渉が重ねられたが、2006年７月のG６による閣僚会
合にて交渉の中断が決断された後、2007年１月に交
渉が再開され、７月のNAMA議長モダリティ・テ
キスト案に基づく議論を受け、2008年２月、５月及
び７月に改訂議長テキスト案が発出された。
　2008年７月のWTO非公式閣僚会合の交渉決裂
後、12月に第４次改訂議長テキストが発出された
が、米国が新興途上国に対し分野別関税撤廃への参
加を約束するよう主張したのに対して、新興途上国
は参加は非義務的で、事前に参加を約束することは
あり得ない旨反論し対立した。
　2009年以降は、非関税障壁の削減・撤廃が
NAMA交渉会合の中心議題となっており、各国の
提案について技術的な議論が行われている。
ウ　ルール交渉
　ルール交渉においては、アンチダンピング協定、
補助金協定及び地域貿易協定に関する規律の明確
化・改善を行うこととされ、漁業補助金については
補助金協定の附属書として検討されている。
　漁業補助金については、漁業管理の重要性と過剰
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漁獲・過剰漁獲能力につながる補助金に限定した禁
止を主張する我が国、韓国、台湾、EU、カナダ、
一部の例外を除き補助金の原則禁止を主張する米
国、豪州、NZ、ブラジル、アルゼンチン等、S&D
を要求する中国、ブラジル等途上国との間で対立し
ている。2007年11月に発出された議長テキスト及び
2008年12月に発出されたロードマップに基づく議論
の後、多くの国から提案が出され、2011年３月末ま
で集中的な議論が行われたが、各国の立場が収束し
ない状態が続いている。
　なお、我が国は2011年１月に我が国の基本的な立
場を盛り込んだ新たな提案をWTOに提出した。

２　EPA（経済連携協定）・FTA（自由貿易協定）

　EPA・FTAについては、2010年11月９日に閣議決
定された「包括的経済連携に関する基本方針」に基づ
き交渉に取り組んだ。2011年３月までに、12の国や地
域とEPA・FTAを締結・署名した。

⑴　シンガポール
　2002年11月に協定が発効し、2007年９月に改正議定
書が発効した。

⑵　メキシコ
　2005年４月に協定が発効した。

⑶　マレーシア
　2006年７月に協定が発効した。

⑷　チリ
　2007年９月に協定が発効した。

⑸　タイ
　2007年11月に協定が発効した。

⑹　ブルネイ
　2008年７月に協定が発効した。

⑺　インドネシア
　2008年７月に協定が発効した。

⑻　フィリピン
　2008年12月に協定が発効した。

⑼　ASEAN（東南アジア諸国連合）全体
　2008年12月に日本、シンガポール、ラオス、ベトナ
ム、ミャンマー、2009年１月にブルネイ、同年２月に
マレーシア、同年６月にタイ、同年12月にカンボジア
との間で協定が発効した。

⑽　スイス
　2009年９月に協定が発効した。

⑾　ベトナム
　2009年10月に協定が発効した。

⑿　インド
　2007年１月に交渉を開始し、2011年２月に署名が行

われた。
⒀　韓国

　2003年12月に交渉を開始し、2004年11月に交渉が中
断。2010年５月の日韓首脳会談における日本側の働き
かけにより、同年９月に交渉再開に向けた第１回局長
級協議が開催された。

⒁　GCC（湾岸協力理事会）
　2006年９月に交渉を開始し、2011年３月までに２回
の会合が行われた。

⒂　豪州
　2007年４月に交渉を開始し、2011年３月までに12回
の会合が行われた。

⒃　ペルー
　2009年５月に交渉開始し、2011年３月までに７回の
会合が行われた。

⒄　モンゴル
　2010年６月に共同研究を開始し、2011年３月に報告
書が完成した。

⒅　日中韓
　2010年５月に共同研究を開始し、2011年３月までに
４回の会合が行われた。

⒆　カナダ
　2011年３月に共同研究を開始した。

３　その他広域連携等

⑴　APEC
　APEC（アジア・太平洋経済協力）は、域内の持続
可能な発展を目的とし、「貿易・投資の自由化・円滑
化」、「経済・技術協力」等活動を行っている。 
　2010年のAPECでは、日本が議長エコノミーを務
め、「ボゴール目標達成評価」、「地域経済統合の深
化」、「APEC成長戦略」や「人間の安全保障」などが
議論された。
　こうした中、農林水産分野では、10月16日から17日
にかけて、新潟県（新潟市）において、APECで初め
てとなる食料安全保障担当大臣会合を開催した。
　同会合において、APEC21全エコノミー参加の下、
APECとして目指すべき共通目標として、①持続可能
な農業の発展、及び②投資、貿易及び市場機能の円
滑化、を定めた「APEC食料安全保障に関する新潟宣
言」と、同目標の実現のため、各エコノミーから提案
された62の具体的な行動を定めた「行動計画」を採択
した。

⑵　環太平洋パートナーシップ（TPP）協定
　TPP協定については、「包括的経済連携に関する基
本方針」（平成22年11月９日閣議決定）において、「情
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報収集を進めながら対応していく必要があり、国内の
環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を
開始する」とされた。これに基づき、我が国は情報収
集のための協議を実施した。

⑶　ASEAN関連
　ASEAN＋３（日、中、韓）をメンバーとする経済
連携構想については、2004年11月のASEAN＋３首脳
会議の合意を得て、2005年４月に民間研究（フェーズ
１）を開始、その後、2007年１月の同首脳会議の合意
を得て、同年５月に同研究フェーズ２が開始され、
2009年10月の同首脳会議に最終報告書が提出された。
　同様に、ASEAN＋６（日、中、韓、豪、NZ、印）
についても、2007年１月の東アジア首脳会議の合意を
得て、2007年６月に民間研究（フェーズ１）を開始、
その後、2008年８月の東アジア経済大臣会合の合意を
得て、2008年11月に同研究フェーズ２が開始され、
2009年10月の同首脳会議に最終報告書が提出された。

　ASEAN＋３及びASEAN＋６ともに、2009年10月
のそれぞれの首脳会議において、最終報告書の勧告に
ついて政府間検討を開始することを決定し、まず2010
年４月からASEANで検討が開始され、2010年９月よ
り対話国（日、中、韓、豪、NZ、印）も参加開始した。
　また、ASEAN＋３の枠組みでは、首脳会議に加
え、各種閣僚級会合も実施されている。2010年10月
には第10回農林大臣会合がカンボジアで開催され、
我が方からは、食料安全保障の確保の観点から、
農業生産力強化の必要性、ASEAN＋３緊急米備蓄
（APTERR）及びASEAN食料安全保障情報システム
（AFSIS）への支援、各種農林水産協力について説明
し、支持を得た。

⑷　その他の二国間会議等
　我が国は、以下の会議等を通じ、諸外国と貿易経済
上の情報・意見の交換を行い、相互理解の深化に務め
た。（表１）

表１　主な二国間会談
国・地域名 会　　談　　名 期　　間 場　　所

ニュージーランド 日ＮＺ高級事務レベル経済協議 10.   4.   7 ウェリントン

Ｅ　Ｕ  日ＥＵ定期首脳協議
日ＥＵ首脳協議

10.   4.  28
10.  10.   4
10.  11.  12

東　京
ブリュッセル
ソウル

中　国 日中ハイレベル経済対話 10.   8.  28 北　京
インドネシア 日インドネシア閣僚級経済協議 10.  10.  14 東　京
韓　国 日韓ハイレベル経済協議 10.  12.  16 ソウル
米　国 日米貿易フォーラム 11.   1.  13 ワシントンD.C.
カナダ 日加次官級経済協議（ＪＥＣ） 11.   2.  17 オタワ

第２節	 世界の食料安全保障や地
球的規模の課題等への対
応

１　世界の食料安全保障に関する議論

　穀物等の国際価格は2006年秋頃から上昇し、2008年
春から夏にかけて最高値を記録した。2008年夏以降、
穀物等の国際価格は低下したものの依然として高い水
準で推移しており、世界の食料需給は今後中長期的に
ひっ迫する見込みである。このような中、世界の栄養
不足人口は2010年も依然として９億人を超すなど、食
料安全保障の確保は喫緊の課題となっており、国際会
議の場においては、食料生産増大のための支援の重要
性などが積極的に議論されてきた。
平成22年度においては、我が国はG８ムスコカ・サ

ミット（2010年６月）、G20トロント・サミット（2010
年６月）、APEC食料安全保障担当大臣会合（2010年
10月、前出）、G20ソウル・サミット（2010年11月）、
などの各国際会議において、世界の食料生産の増大と
農業投資の促進の重要性を主張するなど議論に貢献す
るとともに、これを受けて世界の食料生産の増大に向
けた国際的な取組を積極的に推進した。

⑴　G8ムスコカ・サミット
　2010年６月、G８首脳による第35回サミットがカナ
ダのムスコカで開催され、我が国からは菅総理大臣が
出席した。首脳宣言では、食料安全保障は依然として
喫緊の課題であることや、国際機関による責任ある農
業投資の原則の策定に向けた継続的な努力の必要性が
盛り込まれた。この他、国際バイオエネルギー・パー
トナーシップ（GBEP）による取組の歓迎、同年10月
の生物多様性条約締約国会議（COP10）の日本開催
への支持が言及された。
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⑵　G20トロント・サミット
　G８ムスコカ・サミットに引き続き、G20首脳によ
るサミットがトロントで開催され、菅総理大臣が出席
した。首脳宣言では、農業及び食料安全保障に関する
グローバルパートナーシップの更なる実施のための重
要な一歩である世界農業及び食料安全保障プログラム
（GAFSP）の開始の歓迎等が盛り込まれた。

⑶　G20ソウル・サミット
　2010年11月にG20ソウル・サミットが開催され、菅
総理大臣が出席した。開発に関する複数年行動計画が
承認され、食料安全保障については食料生産予測・在
庫情報の改善、責任ある農業投資の促進等による食料
価格変動リスクの軽減などが盛り込まれた。

２　国 際 協 力

　農林水産省が行う国際協力は、我が国の農林水産行
政上から取組む必要性が高い、①世界の食料安全保障
の確保、②気候変動等地球的規模の課題への対応、③
紛争・自然災害後の復興を重点分野としている。
　これらの国際協力を推進するため、①国際協力を効
果的に実施する上で必要となる各国の農業事情等に関
する基礎的な調査や技術開発・人材育成、及び、②農
林水産分野の国際機関が行う協力活動等に対する資金
の拠出等を農林水産省の政府開発援助（ODA）とし
て実施している。その他に、技術交流や専門家派遣
等、農林水産省が有する専門的な知見や人材を活用し
た支援を行っている。

⑴　国際協力に関する調査、人材育成等
　農林水産省では、国際協力を効果的に実施する上で
必要となる各国の農業事情等に関する基礎的な調査や
技術開発、人材育成等を行っている。
　平成22年度においては、
ア　サブサハラ・アフリカにおける自給的作物や高収
益作物に関する情報収集及び提供
イ　地球温暖化による農業への被害を最小限にするた
めの適応策の開発
ウ　東アジア地域におけるバイオマスタウン構想の普
及のための人材育成研修や現地でのワークショップ
エ　海外漁場の確保に関連する開発途上国を対象とし
た水産関連施設の維持・修理技術の移転
オ　CDM植林プロジェクトを策定するにあたって必
要となる技術指針
等の策定や人材育成等（予算額18億8,958万円）を実
施した。

⑵　国際機関を通じた協力
　農林水産省は、国連食糧農業機関（FAO）をはじ

めとする各国際機関と協力し、アフリカ等開発途上国
における飢餓や貧困の削減、気候変動対策や越境性感
染症対策等地球的規模の課題への対応、水産資源の適
正な管理や持続的利用の確保等の農林水産分野の協力
を推進している。
　平成22年度においては、各国際機関への拠出を通
じ、アフリカのコメ生産倍増等途上国の農林水産業や
農村開発の支援、アジア等における鳥インフルエンザ
や口蹄疫等越境性感染症対策の支援、東アジア等の森
林保全や持続可能な森林経営の推進、水産資源の持続
的利用や資源管理の取組の推進等（予算額21億4,102
万円）を実施した。
ア　国連食糧農業機関（FAO）
　国連食糧農業機関（FAO）は、昭和20年10月に
設立された国連の専門機関である（我が国は昭和26
年に加盟）。FAOは、①各国民の栄養及び生活水準
の向上、②食料及び農産物の生産及び流通の改善、
③農村・漁村住民の生活水準の改善を通じた世界経
済の発展及び人類の飢餓からの解放、に寄与するこ
とを目的としている。また、FAOの活動の中心は、
①世界の食料・農林水産業及び栄養に関する情報の
収集・分析・公表、②政策策定のための中立的な討
議の場の提供、③加盟国政府への政策助言、④開発
途上国を対象とした開発援助である。
　FAOへの分担金として外務省から約１億5,686万
ドル（平成20年及び21年の２年分）を拠出してい
る。また、農林水産省からは任意拠出金として、投
資増大に向けた国際的な農業投資データ整備を行う
「食料供給力強化に資する国際的枠組み検討事業」
や、生態系を損なわないよう配慮し、地球温暖化の
影響も考慮した漁業管理体制を推進する「生態系に
配慮した持続的漁業推進支援事業」等に約576万ド
ル（平成22年度）を拠出した。
イ　世界食糧計画（WFP）
　世界食糧計画（WFP）は、国連唯一の食糧支
援機関として昭和36年に発足した。紛争、自然災
害等に起因する難民、被災者等に対する緊急食糧
支援を行う他、労働の対価として食料を配給する
「FoodforWork」や「学校給食プログラム」など地
域社会の自立や人的資源開発を促す活動を行ってい
る。我が国拠出額は約２億ドル（2010年）である。
　農林水産省は「Food for work」により、簡易な
水田や水路等を整備し、稲作を通じた自立を支援
する「アフリカにおける稲作等普及事業」（予算額
１億6873万円）を実施した。
ウ　国際農業研究協議グループ（CGIAR）
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　国際農業研究協議グループ（CGIAR）は、開発
途上国における食料増産、農林水産業の持続可能な
生産性改善により住民の福祉向上を図ることを目的
として、世界銀行、FAO、国連開発計画（UNDP）
等国際機関、ドナー国、民間財団により、昭和46年
に設立された。現在は、農林水産分野の国際的な研
究・技術普及を実施する15の研究センターが構成メ
ンバーとなっている。
　農林水産省は、「生物的硝酸化成抑制による環境
保全の推進」（国際半乾燥熱帯研究所）、「アフリカ
半乾燥地帯における食料増産のためのササゲ新品種
の導入」（国際熱帯研究所）「気候変動に適応した水
稲栽培システムの開発」（国際稲研究所）、「アフリ
カ内陸低湿地における持続的稲作技術実証・普及事
業」（アフリカ稲センター）、「農民参加型水管理効
果分析評価調査」（国際水管理研究所）の拠出事業
を実施した。
エ　東南アジア諸国連合（ASEAN）
　東南アジア諸国連合（ASEAN）は、域内におけ
る経済成長、社会・文化的発展の促進、地域におけ
る政治・経済的安定の確保、域内諸問題に関する協
力等を目的とし、昭和42年に設立された。
　我が国は、平成22年度、ASEANへの拠出を通
じ、東アジア地域における大規模災害等の緊急時に
初動援助を行うための米の備蓄の造成等を支援す
る「アセアンプラススリー緊急米備蓄拠出金事業」
や、アセアン地域の食料安全保障の強化を図るた
め、域内各国の統計情報等の整備を支援する「アジ
ア食料安全保障情報整備強化支援事業」等（予算額
３億7,144万円）を実施した。
オ　その他
　以上のほか、我が国は、国際熱帯木材機関（ITTO）、
国際協同組合同盟（ICA）、植物新品種保護国際同
盟（UPOV）、メコン河委員会（MRC）、東南アジア
漁業開発センター（SEAFDEC）、国際獣疫事務局
（OIE）、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）、
大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）、ア
ジア生産性機構（APO）、北太平洋海洋科学機関
（PICES）、規格及び通商開発機構（STDF）、経済協
力開発機構（OECD）に対して資金拠出等の協力を
行った。

⑶　海外技術交流
ア　日中農業技術交流
　昭和47年９月、日中間の国交が正常化されたこと
に伴い、昭和48年６月に研究者、技術者の相互交
流、共同研究、技術情報、資料、書籍等の交換を行

うことを合意し、同年９月から技術考察団の相互訪
問が開始された。さらに昭和56年２月、日中両国間
における農林水産分野の科学技術交流等を一層促進
するため、日中農業科学技術交流グループを設置す
るとともに、原則毎年１回東京又は北京において交
互にグループ会議を開催することになった。
　平成22年度には北京において第29回会議が開催さ
れ、「農林水産分野の試験研究の動向」等について
討議した。また、日本側から「中国南西部における
沼湖への窒素/リン（燐）の負荷実態調査及び改善
方策についての調査」の訪中考察団を派遣した。
イ　日韓農業技術交流
　昭和43年８月、研究協力、技術者の交流、技術情
報の交換等について検討することを目的に、実務者
により構成される「日韓農林水産技術協力委員会」
を設けることが合意された。この合意に基づき、同
年12月に東京において第１回委員会が開催され、そ
の後毎年１回、東京又はソウルにおいて交互に開催
されている。
　平成22年度には東京において第43次委員会が開催
され、「農林水産技術に係る政策課題と両国間の協
力」、「気候変動に対応するための日韓協力」等につ
いて討議した。
ウ　日モンゴル技術的対話
　モンゴルの農牧業の課題について情報交換等を行
うことを目的に、平成18年11月に東京において局長
級の第１回対話が開催された。
　平成22年度に第４回対話がウランバートルにおい
て開催され、「日モ両国における農牧業分野の開発
と政策」、「農業用水の貯水」等について討議した。
エ　日ロ農業技術交流
　昭和37年２月、技術情報の収集・交換を目的とし
て、政府の農業技術者等の相互派遣が開始された。
　平成22年度には、ロシア側から「果樹に温暖化が
及ぼす影響」、「家畜排泄物処理・堆肥利用につい
て」のテーマで受入れを行った（平成22年度までの
実績、派遣：58チーム、受入：65チーム）。

⑷　その他の農林水産業協力
　農林水産省は、独自のODA予算を活用した協力活
動のほか、国際協力機構（JICA）が実施する各種協
力活動に対し、当省が有する専門的な知見や人材を活
用した専門家・調査団員派遣、研修生受入支援、各種
助言等を実施している。
ア　技術協力
　開発途上国の農林水産業開発のための技術協力と
しては、主に、当該分野の開発に必要な技術や知識
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を伝える専門家派遣、当該分野の開発の中核を担う
人材を日本や他国での研修に招く海外研修員受け入
れを実施している。また、これらを有機的に組み合
わせた技術協力プロジェクト、さらに農林水産業の
基盤整備、生産増強、地域開発等の計画の作成等に
関して調査団を派遣しコンサルティング協力を行う
開発計画調査型技術協力を実施している。
ア　専門家等の海外派遣
　平成22年度において農林水産業技術協力のため
に海外に派遣された専門家は継続、新規合わせて
106件175名であった。地域別にみると、アジア75
件130人、中近東２件２人、アフリカ19件29人、
中南米９件13人、大洋州・欧州・その他１件１人
となっている。
イ　海外研修員の受け入れ
　平成22年度における農林水産省提案の研修は、
20コースあり、海外研修員の受け入れ総数は176
名であった。地域別にみると、アジア94人、中近
東14人、アフリカ39人、中南米13人、太平洋・欧
州16人となっている。

イ　資金協力
　当省は、一般無償資金協力（主務省：外務省）及
び円借款（主務省：外務省及び財務省）について、
技術的観点からのコメントや国内施策との整合性と
の観点からの助言・提言等を行っている。
ア　一般無償資金協力（水産無償含む）
　我が国は、開発途上国に返済義務を課さない
で、援助対象となる計画の実施に必要な資金を供
与する無償資金協力を行っている。平成22年度の
無償資金協力の予算額（当初、KR及び2KR除く）
は1,542億円であり、このうち、農林水産関係で
は計20件、総額167億円を供与した。
イ　食糧援助（KR）
　本援助は昭和43年度から実施された無償による
食糧援助であり、開発途上国に対し、米、小麦等
を購入するための資金供与を行っている。
　平成22年度の我が国の供与実績は20か国及び14
難民／被災民等に対し、総額約200億円を供与し
た。
ウ　貧困農民支援（2KR：旧食糧増産援助）
　本援助は開発途上国の食糧増産に向けた自助努
力を支援するため、昭和52年度から我が国が行っ
ている制度で、平成17年度より、「貧困農民支
援」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農と
し、食料生産の向上に向けた自助努力への支援を
目指している。

　平成22年度の供与実績は計10件、総額29億円で
ある。
エ　円借款
　円借款は、通常、我が国と借入国政府との間で
交換公文を締結し、円建て貸付契約を締結する方
式で供与される。
　平成22年度の農林水産関連案件は計４件、370
億円である。

３　海外農業投資

　我が国政府及び関係機関は、世界の食料安全保障へ
の貢献、我が国の農産物輸入の安定化・多角化を図る
観点から、我が国からの海外農業投資を促進すると同
時に、海外農業投資が投資国、被投資国の双方が裨益
する形で実施されるよう、国際的な行動原則の策定を
推進し、これに沿った責任ある国際農業投資を促進し
ている。

⑴　海外農業投資促進の支援
　農林水産省、外務省を中心とする関係４省庁・４機
関の参加による「食料安全保障のための海外投資促進
に関する会議」において取りまとめた「食料安全保
障のための海外投資促進に関する指針」（平成21年８
月）に基づき、海外投資の潜在性の高いウクライナを
調査した。この中で、将来的な投資可能性に着目した
農業及び農業関連情報を分析し、これらの情報を公表
した。また、我が国民間企業による農業投資に実績の
あるアルゼンチンの現地調査を行った。

⑵　国際的な農業投資の行動原則
　我が国は、平成21年７月のG８ラクイラ・サミット
以降、責任ある国際農業投資の行動原則を策定するこ
とを主張してきている。平成22年10月、我が国の主催
により新潟で開催したAPEC食料安全保障担当相会合
においては、責任ある農業投資の原則やベストプラク
ティスを策定するための国際機関の取組が支持され
る（閣僚宣言）とともに、同年11月のG20ソウル・サ
ミットにおいては、全ての国及び企業が責任ある農業
投資の原則を掲げることが奨励され、国際機関に対
し、責任ある農業投資を促進するためのオプションを
策定することが要請された（首脳宣言附属書Ⅱ）。

第３節　農林水産物の輸出入

１　農林水産物等の輸出促進対策

⑴　農林水産物等の輸出の概況
　農林水産物の販売量をふやし、農林漁業者等の所得
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を増大させていくためには、国内での取組のほか、海
外へ販路を拡大していく輸出の取組も重要である。農
林水産物・食品の輸出においては、輸出額１兆円水準
を目標としており、目標達成に向けて輸出促進に取り
組んでいる。
　我が国の農林水産物・食品の輸出額は、平成20年の
世界的な景気悪化以降減少していたが、平成22年は増
加に転じ、4,920億円となった。輸出先国・地域別に
みると、景気回復を受け、特に香港、中国をはじめと
したアジアへの輸出が増加し、輸出額の４分の３を占
めている。
　このように輸出への期待が高まる中、平成23年３月
の東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を受
けて、諸外国・地域において日本産食品の輸入規制
を強化する動きがみられる。これまで、日本産食品
は「安全で高品質」という特質によりアジア等の富裕
層、中間層に評価され輸出を伸ばしていたが、今後の
輸出に影響が生じることが懸念される。今後、輸入規
制を強化している国に対し、政府一体となって我が国
の食品の安全確保の取組等を情報提供し、輸入規制撤
廃・緩和の働きかけを実施するとともに、日本産食品
の安全性や魅力をPRすることなどにより、早期の信
頼回復につなげていく考えである。

⑵　輸出促進事業の概要
　平成22年度において、具体的に実施した輸出促進に
関する事業は以下のとおりである。
ア　農林水産物・食品輸出促進対策調査等委託費

（予算額　474,471千円）
ア　地域輸出実践者ネットワーク構築事業
　輸出の課題に対して高い知見・ノウハウを有す
る者のネットワークを活用し、 輸出を実践する農
林漁業者等の人材を育成した。

（予算額　75,000千円）
イ　海外ビジネスネットワーク構築事業
　海外における国際見本市におけるジャパンパビ
リオンの設置、海外高級百貨店等における販売拠
点の設置により、農林漁業者等のビジネスネット
ワーク構築を支援した。

（予算額　277,412千円）
ウ　ニッポン・食品フロンティア開拓事業
　「WASHOKU-TryJapan'sGoodFood」事業の実
施により、日本食・日本食材や日本食文化を普及
した。

（予算額　22,059千円）
エ　農林水産物等輸出促進緊急対策事業
　農林水産物等の輸出促進のため、国内及び海外

の見本市等において、農林漁業者等とバイヤーと
の展示・商談の場の提供等を実施した。

（予算額　100,000千円）
イ　農山漁村６次産業化対策事業費補助金

（予算額　830,066千円）
ア　輸出総合支援事業
　農林水産物・食品に関して輸出拡大が期待され
る品目について、明確な輸出目標を設定し、戦略
的に輸出に取り組む事業体が行う海外における流
通状況等の市場開拓調査、商談会・試食会の開催
等の販売促進活動、輸出新産品の試作・実証等の
取組を総合的に支援するとともに、海外の有望市
場において輸出志向のある農林漁業者等と現地需
用者とのマッチングの場を設定する事業者の取組
を支援した。

（予算額　539,336千円）
イ　農林水産物等輸出課題解決対策
　輸出に取り組む産地が直面する共通の課題を解
決し、その解決策を広く普及する取組について支
援した。

（予算額　118,368千円）
ウ　品種保護に向けたDNA品種識別技術確立
　我が国の輸出農産物を適切に保護するため、
DNA品種識別技術の確立を推進した。

（予算額　40,055千円）
エ　海外外食事業者向け日本産食材輸出促進事業
　海外外食事業者等に向けた日本産食材の輸出促
進のための取組を支援した。

（予算額　132,307千円）

２ 関税（平成23年度当省関係品目の改正概
要）

⑴　平成23年度の関税改正の経緯
　平成23年度の関税改正は、次のような経緯で行われ
た。各府省からの改正要望を受け、関税分科会企画部
会での審議を経た後、11月30日の同部会で、「平成23
年度関税改正に関する論点整理」が取りまとめられ
た。この論点整理等を踏まえた「平成23年度税制改正
大綱」が、平成22年度第24回税制調査会（内閣府）で
答申として内閣総理大臣に提出され、当該答申は閣議
決定された。この閣議決定に基づく、「関税定率法等
の一部を改正する法律案」が国会での審議を経て成立
し、一部改正された関税定率法及び関税暫定措置法が
平成23年４月１日から施行された。
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⑵　農林水産省関係品目の関税改正等の概要
ア　特恵関税制度の適用期限の延長及び見直し
　平成23年３月31日に適用期限の到来する特恵関税
制度について、その適用期限を平成33年３月31日ま
で延長することとした。
　また、シーリングの廃止及び産品の競争力に基づ
く国別・品目別特恵適用除外措置の見直しが行われ
た。
イ　暫定税率、農産品に係る特別緊急関税制度等の適
用期限の延長等
　平成23年３月31日に適用期限の到来するウルグア
イ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品に係
る数量基準及び価格基準による特別緊急関税制度、
生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置並び
に生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置に
ついて、その適用期限を平成24年３月31日まで延長
することとした。ただし、牛肉に係る関税の緊急措
置については、北米産牛肉の輸入再開という輸入環
境の変化に対応した特例措置として、制度の基本は
維持しつつ、平成23年度においても過去３年と同様
に、発動基準数量を算出する際の基礎となる輸入数

量を、北米産牛肉の輸入が行われていた平成14年度
と平成15年度の輸入実績の平均とした（平成14年度
と平成15年度の輸入実績の平均による発動基準数量
が平成22年度の輸入実績による発動基準数量を下回
る場合には、平成22年度の輸入実績による）。
ウ　HS条約改正に伴う関税率表の改訂
　HS条約の改正があり、平成24年１月１日からは
改正された関税分類品目表が適用される。今回の改
正にあわせて関税定率法別表の基本税率のうち、約
500品目について分割、統合あるいは廃止されるこ
ととなり、関税暫定措置法別表に規定されている暫
定税率のうち約50品目が対象となる。

⑶　関税割当制度に関する政令の改正
　ウルグアイ・ラウンド合意において、国際的に約束
した関税化品目に係るアクセス数量の確保が基本的に
関税割当制度（注）により行われることとなったこと
などから、本制度の対象品目は、平成７年度改正にお
いて全体で21品目（うち農産品は18品目）に拡大され
た。その後、平成15年度改正において酒類用原料アル
コール製造用アルコールが本制度の適用対象外とさ
れ、全体で20品目（うち農産品は18品目）となった。

表２　23年度 関税割当制度対象品目一覧
１．ＵＲ合意以前から関税割当制度の対象となっている品目（従来品目）

（単位：トン）

品　　　名
関税割当数量 現行税率

22年度 23年度 １次税率 ２次税率
ナチュラルチーズ（プロセスチーズ原料用） 62,400 65,900 無税 29.8%
とうもろこし コーンスターチ用 4,213,900  4,194,400  

無税 50％又は12円/kgのうち
いずれか高い税率

単体飼料用（丸粒） 375,900 376,000 
特定物品製造用

（コーンフレーク、エチルアル
コール又は蒸留酒用）

88,100  107,600  

その他用 131,800  133,000  3%
麦芽 552,900  532,100  無税 21.30円/kg
糖みつ（アルコール製造用） 10,000 6,000 無税 15.30円/kg
無糖ココア調製品（チョコレート製造用） 16,700 16,000 無税 21.3%
トマトピューレー・ペースト（トマトケチャッ
プ等製造用） 37,100 35,400 無税 16%

パイナップル缶詰 43,800 43,800 無税 33円/kg
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　平成23年度においては、農林水産省所管の対象品目
に変更はなく、各品目の関税割当数量が定められた。
（表２参照）

（注）関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限
り、無税又は低税率（１次税率）を適用して、需要
者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定
の輸入数量の枠を超える輸入分については、高税率
（２次税率）を適用することによって国内生産者の
保護を図る制度で、この１次税率の適用を受ける数
量（関税割当数量）は、原則として、国内需要見込

数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準と
し、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める
こととされている。

第４節　その他国際案件

１　外国政府要人との会談等

　大臣、副大臣及び政務官と外国政府等の要人との国
内及び海外における会談日時を調整した。
　外国政府等の要人等に対して我が国の農林水産業政

２．ＵＲ合意により関税割当制度の対象となった品目（関税化品目）
（単位：トン）

品　　　名
関税割当数量 現行税率

22年度 23年度 １次税率 ２次税率
その他の乳製品（全乳換算） 133,940 133,940 12%、

12.5%、
21%、

25%、35%

21.3%+54円/kg、21.3%+
114円/kg、21.3%+635円kg、
21.3%+1,199円/kg、23.8%+

679円/kg、23.8%+1,159円/kg、
29.8%+396円/kg、29.8%+

400円/kg、29.8%+582円/kg、
29.8%+679円/kg、29.8%+

915円/kg、29.8%+1,023円/kg、
29.8%+1,155円/㎏、 
29.8%+1,159円/kg

脱脂粉乳 学校等給食用以外 74,973 74,973 無税、25%、
35%

396円/kg、425円/kg、21.3%+
396円/kg、21.3%+425円/kg、

29.8%+396円/kg、29.8%+
425円/kg

学校等給食用 7,264 7,264 無税 396円/kg、425円/kg

無糖れん乳 1,500 1,500 25%、30% 21.3%+254円/kg、
25.5%+509円/kg

ホエイ等 無機質を濃縮したホエイ 14,000 14,000 25%、35% 29.8%+425円/kg、
29.8%+687円/kg

ホエイ及び調製ホエイ（配合飼
料用）

45,000 45,000 無税 29.8%+425円/kg、
29.8%+687円/kg

ホエイ及び調製ホエイ等（乳幼
児用調製粉乳製造用）

25,000 25,000 10% 29.8%+400円/kg、29.8%+
425円/kg、29.8％ +679円/kg、

29.8％ +687円/kg、29.8％ +
1,023円/kg

バター及びバターオイル 581 581 35% 29.8%+985円/kg、
29.8%+1,159円/kg

雑豆（小豆、えんどう、そら豆、いんげん豆等） 120,000 120,000 10% 354円/kg
でん粉、イヌリン及びでん粉調製品 157,000 167,000 無税、16%、

25% 119円/kg

落花生 75,000 75,000 10% 617円/kg
こんにゃく芋（荒粉換算） 267 267 40% 2,796円/kg
調製食用脂 ニュージーランドを原産地とす

るもの
11,550 11,550

25% 29.8%+1,159円/kg
その他のもの 7,427 7,427 

繭及び生糸（生糸換算） 965 922 無税 2,523円/kg（繭）、 
6,978円/㎏（生糸）

（注）１．「関税割当数量」欄の斜体数字は、上期及び下期に分けて割当数量を定めることとされている品目である。
　　 ２．脱脂粉乳、ホエイ等、バター及びバターオイルの「２次税率」には、農畜産業振興機構（ALIC）が徴収するマーク
　　　 アップが含まれる。
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策の説明等を行った。また、外国在京大使館及び我が
国在外大使館等を通じ、外国政府との連絡調整及び相
互理解の促進に努めた。

２　海外農業情報等の収集･発信

　諸外国の農業、農林水産物貿易、農業政策及び我が
国における農林水産物の輸出入の状況等について、情
報収集、調査分析を行い、最新の情報を農林水産省の
ホームページに掲載するなど国民に情報提供を行った。
　また、海外に対して我が国の農林水産施策の動向を
伝えるため、英文ニュースレター「MAFFUPDATE」
をまとめ、ホームページに掲載した。

３　多国間での取組

⑴　OECD（経済協力開発機構）
　OECDは、マーシャルプランの受入体制として1948
年に発足したOEEC（欧州経済協力機構）が、その
後、米国・カナダと欧州諸国との繋がりが緊密化する
中で改組され、1961年に設立された。我が国は1964年
に加盟した。2011年３月現在34ヶ国が加盟している。
ア　閣僚理事会
　例年４－６月に開催される閣僚レベルの理事会
（通称、閣僚理事会）では、OECDの主要活動内容
が報告されるとともに、国際経済情勢の認識や展
望、今後の世界経済の方向性等について議論され、
その内容は議長総括としてとりまとめられている。
　第49回閣僚理事会は、2010年５月27日～ 28日に
パリのOECD本部で開催された。我が国からは直嶋
経済産業大臣、武正外務副大臣、津村内閣府政務
官、山田農林水産審議官が出席し、①OECDの戦略
的方向性、②財政再建と雇用、③適切性、健全性及
び透明性、④成長の源（イノベーション、グリーン
成長、貿易）について討議が行われた。
イ　農業委員会
　1987年の閣僚理事会コミュニケにおいて提唱され
た農業改革の諸原則に照らして、前年に引き続き
PSE等を利用しつつ各国の農業改革の進展状況を分
析した2010年版「OECD農業政策：モニタリングと
評価」が作成された。また、農産物の需給及び貿
易の動向等を分析した2010年版「OECD農業アウト
ルック」が作成された。
　「農業と環境」については、農業委員会と環境政
策委員会の合同作業部会において、気候変動と農
業、特に農業分野での温室効果ガスの削減と農業の
気候変動への適応に関する作業や、農業による水質
汚染の軽減に向けた作業が行われた。

　「農業と貿易」については、農業委員会と貿易委
員会との合同作業部会において、農業貿易に関する
様々な側面からの分析及び農産物貿易に関する議論
が行われた。

⑵　UNCTAD（国連貿易開発会議）
　UNCTAD（本部：ジュネーブ）は、1964年に設立
された国連の一機関であり、開発途上国の貿易と経済
開発に関する問題を取り上げ解決策を討議する場で、
いわゆる南北問題の主要フォーラムである。加盟国は
193カ国（2008年３月現在）である。
ア　総会
　ほぼ４年に１回開催され、最近のものとしては、
第12回総会が2008年４月20日～ 25日、ガーナのア
クラにて開催された。総会は、途上国の貿易・経済
開発問題に対する国際社会の取り組み方について政
策レベルで中長期的な方向付けをする重要な会合
であり、①世界経済のレビュー、②一次産品、③
製品・半製品、④貿易、⑤特恵、⑥後発開発途上国
（LDC）問題等につき協議が行われ、これまで多く
の決議が採択されてきた。
　今次総会では、途上国支援や貿易について、取り
組むべき方針を述べたアクラ宣言を発表。なお、当
省関係では、食料価格高騰に対応した緊急食糧援助
を実施する旨発表し、途上国を中心に各国から高く
評価された。
イ　貿易開発理事会（TDB）
　UNCTADの常設機関であるTDBは、毎年１回、
通常理事会を開催し、南北問題の討議と同時に、
UNCTADによる諸勧告の実施状況の検討および各
種委員会の報告書の採択などを行っている。
　第57回TDB会合（2010年９月）においては、「持
続可能な回復に向けて」、「アフリカの経済発展」な
どについて議論が行われた。

⑶　国際商品協定
ア　国際穀物協定
　国際穀物協定は、穀物の貿易等に関して情報交換
等を行うこと及び開発途上国に対する一定量の食糧
援助を確保することを目的として、穀物貿易規約及
び食糧援助規約で構成されている。
　現在、「1995年の穀物貿易規約」及び「1999年の
食糧援助規約」が適用されており、その内、食糧援
助規約についてはその有効期間は2012年６月30日ま
でとなっている。
イ　国際熱帯木材協定
　「1983年の国際熱帯木材協定」は、熱帯産木材の
国際貿易の拡大及び価格の安定を図り、もって熱帯
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木材生産国の輸出収入の安定と消費国への供給の安
定を確保することを目的として、1985年４月に発効
した。我が国は熱帯産木材の主要な輸入国であると
ともに、我が国の豊富な市場情報と高度な林業技術
が協定の目的達成に貢献できるとの考えから、国際
熱帯木材機関（ITTO）本部を横浜市に誘致した。
　現在は、1997年１月に発効し、熱帯林の持続的経
営の達成のための「2000年目標」等が明記された
「1994年の国際熱帯木材協定」が適用されている。
　また、2004年７月から同協定の改定交渉が開始さ
れ、2006年１月に新たに違法伐採対策の重要性等を
盛り込んだ「2006年の国際熱帯木材協定」が合意さ
れており、現在はその発効に向けて、各国が締結に
向けた手続きを行っている段階である。（我が国は
2007年８月に締結完了）
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第１節　統計の企画調整

１　統　計　企　画

　農林水産統計については、農政を支える情報インフ
ラとしての重要な役割を果たすため、農林水産業、農
山漁村、食品産業等関連産業の実態を的確に把握する
統計調査を効率的・重点的に実施し、その結果を迅速
かつ利用しやすい形で提供した。
　その際、国家戦略である農業者戸別所得補償制度の
本格実施に向けて、制度の円滑な実施に必要なデータ
を把握するため、「なたね」、「そば」等について新た
に調査を実施した。
　また、作物統計調査の調査精度を維持しつつ効率的
で分かりやすい調査手法の導入を検討するため、試行
調査を実施した。
　更に、東日本大震災による農地の津波被害の状況を
示すため、人工衛星画像と国土地理院が作成した津波
による浸水範囲概況等の資料を活用し、「津波による
流出・冠水等の被害を受けた農家の推定面積」を公表
した。

２　統　計　調　整

　統計行政を進める上で基本となる統計法（平成19年
法律第53号）に基づき、農林水産省の所掌事務に係る
統計調査を実施するに当たり必要な申請手続きを総務
省に対して行った。

３　総　合　解　析

　農林業センサスの主要データ等の農林水産統計結果
のほか、他府省の統計データを利用して、都道府県、
市町村、農業集落ごとの農林水産業の状況、地理的状
況、社会的状況等について分析指標等を加えグラフに
より分かり易くまとめ、「わがマチ・わがムラ情報提
供システム」（データベース）により農林水産省ホー
ムページを通じ地域データの幅広い提供を行った。
　また、「水稲作付面積調査における衛星画像活用事
業」を実施し、複数の衛星画像データとGISデータの

重ね合わせにより、科学的かつ効率的に水稲作付地を
判別・求積する手法を開発した。

４　広　報　関　係

　統計調査結果の迅速な提供と多種多様なニーズへの
対応のため、①調査結果の速報を農林水産統計（第１
報）として農林水産省ホームページ等による公表、②
調査結果の詳細を調査ごとに編集した報告書、統計
データを集約した総合統計書やポケット統計書などの
刊行、③「農林水産統計公表予定」及び「週間公表予
定表」の統計部ホームページへの掲載等を行った。
　また、調査手法や体系の見直しに対応し、調査を円
滑に実施するために農林水産統計調査協力推進誌「か
け橋」を刊行した。

５　統　計　編　さ　ん

　利用度の高い統計情報の提供を行うため、農林水産
業に関する各統計書の概要を総合的に収録した以下の
総合統計書を刊行した。

⑴　農林水産省統計表（第85次）
　本統計表は、我が国の農林水産業に関する主要な統
計について、農林水産省統計部の調査結果を中心に農
林水産省各局庁、他府省及び各種団体の統計を総合的
に収録し、都道府県別並びに英文併記により編集した
ものである。

⑵　ポケット農林水産統計（平成22年版）
　本ポケット農林水産統計は、我が国及び海外の農林
水産業の現状を概観できるよう、農林水産省統計部の
調査結果を中心に、主要な関連統計を幅広く収録、編
集したものである。

⑶　農林水産統計月報（通巻685－696号）
　本月報は、農林水産物の月別動向を概観できるよう
に、農業経営の動き、農林水産物及び農業生産資材の
需給及び輸出入に関する統計を収録し、英文併記によ
り編集したものである。

６　政府統計共同利用システム

　「電子政府構築計画」（平成15年７月17日各府省情報
化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づく「統計

第３章　統　　計　　部
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調査等業務の業務・システム最適化計画」（平成18年
３月31日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決
定）の下で、社会経済情勢の変化に対応した有用で信
頼される統計を体系的に整備し、適時的確に提供する
取組を進めた。
　また、この取組の一環として、平成20年４月より本
格運用を開始した「政府統計共同利用システム」を活
用し、①統計に用いる標準地域コードの共有、②統計
調査の母集団情報の管理及び標本抽出、③統計調査の
調査項目の標準化、④統計調査のオンライン化、⑤個
票データのレイアウト構造を示す記法等の標準化、⑥
統計情報の電子的提供の推進、⑦各府省の統計に係る
ホームページにおけるコンテンツ（情報内容）の構
成、用語の共有化、⑧統計情報のワンストップ・サー
ビスの実現、⑨外部資源の活用について各府省ととも
に推進した。
　農林水産省においては、平成22年度「政府統計公表
予定掲載基準の準拠」、「事業所及び企業を対象とする
統計調査の重複是正の実施」及び「統計に係るホーム
ページの共通化」について特に進展があった。

第２節　情報システムの管理・運営

１　農林水産統計システム

　「農林水産省共同利用電子計算機システムに係る業
務・システムの最適化計画について」（平成18年３月
17日行政情報化推進委員会決定）に基づき、農林水産
統計調査の審査、集計、分析・加工を迅速かつ効率的
に実施するため「農林水産統計システム」の運用を
行った。
　また、同システムのリース期間満了（平成23年12月
末）を契機として、一層の機能強化とコスト削減を図
るため、平成22年12月に最適化計画を改定し、システ
ム更改に向け基本設計を実施した。

２ データベースシステムを活用した農林水
産統計の提供

　平成15年４月以降、農林水産省が公表する農林水産
統計を農林水産省ホームページ上で提供してきた「農
林水産統計情報総合データベース」について、平成22
年２月からは、「統計調査等業務の業務・システムの
最適化計画」（平成18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、政府統計共同
利用システムへデータを移行し、当省ホームページか
らのリンクによる提供を行った。

第３節　経営統計調査

１　農業経営統計調査

⑴　営農類型別経営統計
ア　調査の目的
　この統計は、農業生産物の販売を目的とする農業
経営体の経営の実態等を明らかにし、農政の資料を
整備することを目的とする。
イ　調査の対象
　全国の農業経営体のうち農業生産物の販売を目的
とする個別経営体、組織法人経営体及び任意組織経
営体を調査対象とした。
ウ　調査の方法
　調査対象経営体に現金出納帳・作業日誌（調査
票）を配布して、調査対象経営体が毎日の現金収
支、労働時間等を記録する自計調査、農林水産省の
職員が調査対象経営体の決算書類等を閲覧し、その
内容を転記して行う調査並びに農林水産省の職員が
調査対象経営体の代表者に対して行う面接調査の方
法により行った。調査票は、郵送または職員が訪問
して収集した。
エ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細
を「営農類型別経営統計」として刊行する。

⑵　経営形態別経営統計
ア　調査の目的
　この統計は、農業生産物の販売を目的とする農業
経営体の経営の実態等を明らかにし、農政の資料を
整備することを目的とする。
イ　調査の対象
　個別経営体は、営農類型別経営統計で取りまとめ
た各営農類型に分類した調査対象経営体に「その他
経営」に分類した調査対象経営体を加えて調査対象
とした。
　組織法人経営体は、営農類型別経営統計の調査対
象経営体を調査対象とした。
ウ　調査の方法
　調査対象経営体に現金出納帳・作業日誌（調査
票）を配布して、調査対象経営体が毎日の現金収
支、労働時間等を記録する自計調査、農林水産省の
職員が調査対象経営体の決算書類等を閲覧し、その
内容を転記して行う調査並びに農林水産省の職員が
調査対象経営体の代表者に対して行う面接調査の方
法により行った。調査票は、郵送または職員が訪問
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して収集した。
エ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、その
詳細を個別経営体については、「経営形態別経営統
計（個別経営）」として刊行し、組織法人経営体に
ついては「営農類型別経営統計（組織経営編）」と
して刊行する。　

⑶　農産物生産費統計
ア　調査の目的
ア　米生産費統計
　この統計は、米の生産コストを明らかにし、農
業者戸別所得補償制度、生産対策、経営改善対策
等の資料を整備することを目的とする。
イ　小麦生産費統計
　この統計は、小麦の生産コストを明らかにし、
農業者戸別所得補償制度、生産対策、経営改善対
策等の資料を整備することを目的とする。
ウ　工芸農作物等生産費統計
　この統計は、工芸農作物等（大豆、原料用かん
しょ、原料用ばれいしょ、てんさい及びさとうき
び）の生産コストを明らかにし、農業者戸別所得
補償制度等、生産対策、経営改善対策等の資料を
整備することを目的とする。

イ　調査の対象
　当該作目の経営規模が、作目ごとに定めた規定を
満たす個別経営体を調査対象とした。
ウ　調査の方法
　調査対象経営体に現金出納帳・作業日誌（調査
票）を配布して、調査対象経営体が生産資材の購
入、生産物の販売、労働時間等を記録する自計調
査、農林水産省の職員が調査対象経営体の決算書類
等を閲覧し、その内容を転記して行う調査並びに農
林水産省の職員が調査対象経営体に対して行う面接
調査の方法により行った。調査票は、郵送または職
員が訪問して収集した。
エ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を作目ごとに公表するとと
もに、詳細を「米及び麦類の生産費」及び「工芸農
作物等の生産費」として刊行する。

⑷　畜産物生産費統計
ア　調査の目的
ア　牛乳生産費統計
　この統計は、生乳の生産に係るコストを把握し、
加工原料乳の生産者補給金単価の算定、畜産経営
改善対策等の資料を整備することを目的とする。
イ　肉用牛生産費統計

　この統計は、肉用牛（去勢若齢肥育牛、乳用お
す肥育牛、交雑種肥育牛、乳用おす育成牛、交雑
種育成牛）生産及び子牛生産に係るコストを把握
し、牛肉の安定価格等の算定及び肉用子牛の保証
基準価格等の算定、畜産経営改善対策等の資料と
する。
ウ　肥育豚生産費
　この統計は、肥育豚生産に係るコストを把握
し、豚肉の安定価格等の算定、畜産経営改善対策
等の資料を整備することを目的とする。

イ　調査の対象
　当該畜種の経営規模が、畜種ごとに定めた規定を
満たす個別経営体を調査対象とした。
ウ　調査の方法
　調査対象経営体に現金出納帳・作業日誌（調査
票）を配布して、調査対象経営体が生産資材の購
入、生産物の販売、労働時間等を記録する自計調
査、農林水産省の職員が調査対象経営体の決算書類
等を閲覧し、その内容を転記して行う調査並びに農
林水産省の職員が調査対象経営体に対して行う面接
調査の方法により行った。調査票は、郵送または職
員が訪問して収集した。
エ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を畜種ごとに公表するとと
もに、詳細を「畜産物生産費」として刊行する。

２　なたね、そば等生産費調査

⑴　調査の目的
　この統計は、なたね、そば、二条大麦、六条大麦及
びはだか麦の生産コストを明らかにし、農業者戸別所
得補償制度、生産対策、経営改善対策等の資料を整備
することを目的とする。

⑵　調査の対象
　当該作目の経営規模が、作目ごとに定めた規定を満
たす個別経営体を調査対象とした。

⑶　調査の方法
　調査対象経営体に所定の調査簿を配布し、当該作目
の生産のために投下した労働時間、使用した資材など
を調査対象経営体自ら記帳する自計調査の方法、農林
水産省の職員が決算書類を閲覧し、その内容を調査
簿に転記する方法及び農林水産省の職員が経営概況等
を調査対象経営体に面接して聞き取る方法を併用して
行った。調査簿は、郵送または職員が訪問して収集し
た。

⑷　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を作目ごとに公表するととも
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に、詳細を「米及び麦類の生産費」及び「工芸農作物
等の生産費」として刊行する。

３　漁業経営調査

⑴　調査の目的
　この統計は、海面漁業経営体の財産状況、収支状
況、操業状況等の経営体の経営実態を明らかにし、水
産行政の推進の資料とする。

⑵　調査の対象
ア　個人経営体調査
　全国の漁業経営体のうち、第２種兼業漁家を除く
個人であり、海面漁業を営む経営体で、①海面にお
いて主として動力漁船を用いて漁船漁業を営むも
の、②海面において主として小型定置網漁業を営む
もの、③主として対象水産物（ぶり類、まだい、ほ
たてがい、かき類、わかめ類、のり類、真珠）の海
面養殖業を営むものを調査対象とした。
イ　会社経営体調査
　全国の漁業経営体のうち、会社であり、海面漁業
を営む経営体で、①海面において主として使用動力
漁船の合計トン数が10トン以上の動力漁船を用いて
漁船漁業を営むもの、②海面において主として大
型定置網漁業を営むもの、③海面において主として
さけ定置網漁業を営むもの、④主として対象水産物
（ぶり類、まだい）の海面養殖業を営むものを調査
対象とした。
ウ　共同経営体調査
　全国の漁業経営体のうち、共同経営であり、海面
漁業を営む経営体で、①海面において主として使用
動力漁船の合計トン数が10トン以上の動力漁船を用
いて漁船漁業を営むもの、②海面において主として
大型定置網漁業を営むもの、③海面において主とし
てさけ定置網漁業を営むものを調査対象とした。

⑶　調査の方法
ア　個人経営体調査
　調査経営体に日記帳を配布して記帳・記入を依頼
し、日々の現金収支、労働時間等については調査経
営体が記帳、財産の増減等については農林水産省の
職員が面接調査により行う方法、若しくは調査経営
体に調査票を配布して記入を依頼し、調査経営体が
税務申告関係帳簿類等を用いて調査票へ記入する方
法のいずれかにより調査を行った。日記帳または調
査票は、郵送または職員が訪問して収集した。
イ　会社経営体調査
　調査経営体に調査票を配布して記入を依頼し、調
査経営体が税務申告関係帳簿類等を用いて調査票へ

記入する方法により行った。調査票は、郵送または
職員が訪問して収集した。
ウ　共同経営体調査
　調査経営体に調査票を配布して記入を依頼し、調
査経営体が税務申告関係帳簿類等を用いて調査票へ
記入する方法により行った。調査票は、郵送または
職員が訪問して収集した。

⑷　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「漁業経営調査報告」として刊行する。

４　農業物価統計調査

⑴　調査の目的
　農業における投入・産出の物価変動を測定するた
め、農業経営に直接関係ある物価等を把握し、その結
果を総合して農業物価指数等を作成するほか、生産対
策・経営安定対策等の各種行政施策の推進等のための
資料を整備することを目的とする。

⑵　調査の種類及び区分
　調査は、農産物生産者価格調査及び農業生産資材価
格調査の２種類に区分される。
　また、農産物生産者価格調査は、一般農産物生産者
価格調査（野菜以外）及び野菜生産者価格調査に区分
される。

⑶　調査の対象
　農産物生産者価格調査は、調査品目ごとに主な産地
における取引量の多い出荷団体等を調査対象とした。
　農業生産資材価格調査は、都道府県ごとに農家の農
業生産資材の購入価格を代表するとみられる小売店等
を調査対象とした。

⑷　調査の方法
　調査は、委託事業者による調査員調査、若しくは郵
送、FAX又はオンラインによる自計調査の方法によ
り行った。

⑸　調査結果の公表
　月々の農業物価指数は、毎調査月の翌月に公表し
た。年次指数については、その概要を公表するととも
に、詳細を「農業物価統計」として刊行する。

５　生産者の米穀在庫等調査

⑴　調査の目的
　生産者の米穀在庫量、供給量、消費量、販売量等の
実態を明らかにし、農業行政の推進のための資料を整
備することを目的とする。

⑵　調査の対象
　販売目的で水稲を10a以上作付けた販売農家を調査
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対象とした。
⑶　調査の方法

　調査員が調査対象農家に対して調査票を配布及び回
収する自計調査の方法により行った。

⑷　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
｢生産者の米穀在庫等調査結果」として刊行する。

６　農林漁業生産所得

　国民経済的な立場から農林水産業生産の実態を価値
量的に把握し、農林水産行政の企画立案、振興計画の
策定等の資料とする。

⑴　推計の方法
ア　農業総産出額及び生産農業所得（全国推計値）
　農業総産出額は、全国を推計単位として、農業生
産活動による最終生産物の全国の品目別生産量に、
品目別農家庭先価格を乗じた額を合計して求めた。
これに、農業経営統計調査結果から求めた所得率を
乗じ、経常補助金等を加算して生産農業所得を推計
した。
イ　農業産出額及び生産農業所得（都道府県別推計値）
　農業産出額は、都道府県を推計単位として、都道
府県別の品目別生産量に品目別農家庭先価格を乗じ
て求めた。これに、農業経営統計調査結果から求め
た所得率を乗じ、経常補助金等を加算して生産農業
所得を推計した。
ウ　林業産出額及び生産林業所得
　林業産出額は、都道府県を推計単位として、都道
府県別の林産物生産量に生産者価格を乗じて求め
た。これに、林業経営統計調査等を基礎にして求め
た所得率を乗じて生産林業所得を推計した。
エ　漁業生産額
　漁業生産額は、海面及び内水面における漁業・養
殖業生産量に産地卸売価格等を乗じて求めた。

⑵　推計結果の公表
　推計結果は、その概要を公表するとともに、詳細
を「生産農業所得統計」及び「生産林業所得統計報告
書」として刊行し、漁業生産額については「漁業・養
殖業生産統計年報」に収録する。

第４節　構造統計調査

１　農林業センサス

　平成22年度は、平成22年２月１日現在で実施した
2010年世界農林業センサス農林業経営体調査及び農山

村地域調査結果の集計を行い、以下のとおり結果概要
の公表を行った。
ア　平成22年９月７日
　「2010年世界農林業センサス結果の概要（暫定値）」
イ　平成22年11月26日
　「2010年世界農林業センサス結果の概要（概数値）」
ウ　平成23年３月24日
　「2010年世界農林業センサス結果の概要（確定値）」

２　漁業センサス

　平成22年度は、2008年漁業センサスの調査結果につ
いて以下の報告書（総括編、第５巻､ 第６巻、英文統
計）を刊行した。
　総括編　
　第５巻　海面漁業の構造変化に関する統計
　第６巻　海面漁業の団体経営体に関する統計
　THE2008 CENSUS OF FISHERIES

３　農業構造動態調査

⑴　調査の目的
　この調査は、５年ごとに実施する農林業センサス実
施年以外の年に、農業構造の実態及びその変化を明ら
かにするため、農業生産構造、就業構造等に関する基
本的な事項を把握し、農政の企画・立案、推進等に必
要な資料を整備することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、標本調査により行うこととし、平成23年２
月１日現在で実施した。
　家族経営体は、2010年世界農林業センサスの家族経
営体を母集団として、主副業別農業経営組織別に分類
した上で、第１次抽出単位を旧市区町村、第２次抽出
単位を経営体とする層化２段抽出法により抽出し、統
計調査員が調査票を配布・回収する自計調査の方法に
より実施した。
　組織経営体は、農産物の生産を行う組織経営体と農
作業の受託のみを行う組織経営体に区分し、2010年世
界農林業センサスを母集団として、経営形態別（農事
組合法人、会社法人、各種団体、非法人）に分類した
上で、任意系統抽出により抽出し、調査票を郵送によ
り配布し、郵送若しくはオンラインにより回収する自
計調査の方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「農業構造動態調査報告書（併載：新規就農者調査結
果）」として刊行する。



第３章　統　　計　　部― 64 ―

４　新規就農者調査

⑴　調査の目的
　この調査は、新規就農者数（雇用における新規就農
者及び新規参入者を含む。）を把握し、新規就農者の
育成・確保を図るための諸施策の円滑な推進に必要な
資料を提供することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、平成22年４月１日現在で実施した。
ア　就業状態調査は、2005年農林業センサスで把握し
た農業経営体のうち、家族経営体を対象とし、調査
票を郵送により配布・回収する自計調査の方法によ
り実施した。
イ　新規雇用者調査は、2005年農林業センサスで把握
した農業経営体のうち、組織経営体（家族経営体以
外の農業経営体）及び一戸一法人（家族経営体のう
ち、法人化している経営体）を対象とし、調査票を
郵送により配布・回収する自計調査の方法により実
施した。
ウ　新規参入者調査は、すべての農業委員会（農業委
員会が設置されていない市区町村にあっては、当該
市区町村）を調査対象とし、調査票を郵送又は電子
情報処理組織若しくはファクシミリを使用する方法
により配布・回収する自計調査に方法により実施し
た。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
ホームページに掲載した。

５　農道整備状況調査

⑴　調査の目的
　この調査は、農道の整備状況の実態を明らかにし、
農業農村整備の推進に必要な資料を提供することを目
的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、平成22年８月１日現在で全市区町村（東京
都特別区の23区を含む。）を対象に、調査票を郵送又
は電子メール若しくはファクシミリにより配布・回収
する自計調査の方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。

６　集落営農実態調査

⑴　調査の目的
　この調査は、全国統一的な基準で集落営農の数及び
取り組み状況を把握し、集落営農の育成・確保・支援

に係る施策の企画・立案、推進、評価等に必要な資料
を整備することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
ア　集落営農実態調査
　調査は、平成23年２月１日現在で全国の市区町
村（直近の農林業センサスにおいて耕地の存在が認
められなかった市区町村を除く。）を対象に、調査
票を郵送又は電子メール又はファクシミリにより配
布・回収する自計調査の方法により実施した。
イ　集落営農活動実態調査
　調査は、平成23年３月１日現在で、直近の「集落
営農実態調査」で把握した集落営農のうち、農産物
の生産・販売をしている集落営農の代表者を対象
に、調査票を郵送により配布・回収する自計調査の
方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「集落営農実態調査報告書」として刊行する。（集落営
農活動実態調査併載）

７　漁業就業動向調査

⑴　調査の目的
　この調査は、５年ごとに実施している漁業センサス
の実施年以外の年における漁業経営体数や漁業就業者
数などの動向を明らかにし、漁業就業構造の改善、漁
業就業者の確保等を図るための諸施策の推進に必要な
資料を整備することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、平成22年11月１日現在で2008年漁業センサ
スで把握した個人経営体及び団体経営体を対象に、個
人経営体に対する調査は統計調査員が調査票を配布・
回収する自計調査の方法により、団体経営体に対する
調査は調査票を郵送により配布・回収する自計調査の
方法により実施した。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。
　また、詳細は「漁業就業動向調査報告書」として刊
行する。

第５節　生産統計調査

１　作物統計調査

⑴　面積調査
ア　耕地面積調査
ア　調査の目的



― 65 ―第３章　統　　計　　部

統
　
計
　
部

　農業の生産基盤となる耕地の実態を調査し、土
地資源の有効利用など諸施策の資料とする。
イ　調査の方法
　耕地面積調査は、耕地とその周辺にある開墾可
能な土地を約２ha（北海道は約10ha）単位に区
画して編成した単位区の中から標本単位区を抽出
し、７月15日現在で対地標本実測調査により行
い、衛星画像・航空写真の利用、巡回・見積り、
行政機関等からの情報・資料収集等により補完し
た。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。
　また、詳細を「耕地及び作付面積統計」として
刊行する。

イ　作付面積調査
ア　調査の目的
　農作物の作付（栽培）面積を調査し、土地の利
用状況を明らかにするとともに収穫量を推定する
場合の基礎とするほか、土地の高度利用計画、農
作物の需給計画等諸施策の資料とする。
イ　調査の方法
　作付面積調査は、耕地面積調査と同時に標本単
位区に対する対地標本実測調査、関係団体を対象
とした郵送調査により行い、巡回・見積り及び行
政機関からの情報・資料収集により補完した。
ウ　調査結果の公表
　主な作物の作付（栽培）面積は、その概要を公
表した。
　また、詳細を「耕地及び作付面積統計」として
刊行するとともに、「作物統計」に掲載する。

⑵　作況調査
ア　作柄概況調査
ア　調査の目的
　水稲の作柄概況を早期にかつ正確に把握し、食
料の需給調整、価格の安定等諸施策の資料とする。
イ　調査の方法
　作況標本筆、作況基準筆及び被害調査筆に対す
る実測調査及びその結果に基づく巡回・見積りに
より調査を行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。

イ　予想収穫量調査
ア　調査の目的
　水稲の予想収穫量を早期にかつ正確に把握し、
食料の需給調整、価格の安定等諸施策の資料とす
る。

イ　調査の方法
　作況標本筆、作況基準筆及び被害調査筆に対す
る実測調査並びにその結果に基づく巡回・見積り
により調査を行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。

ウ　収穫量調査
ア　調査の目的
　農作物の収穫量を調査し、生産振興、価格安
定、需給計画の策定等諸施策の資料とする。
イ　調査の方法
　水稲については、作況標本筆、作況基準筆及び
被害調査筆に対する実測調査並びにその結果に基
づく巡回・見積りにより調査を行った。
　陸稲、麦類、大豆、かんしょ、飼料作物、果樹
及び野菜については、関係団体及び標本経営体に
対する往復郵送調査及び巡回・情報収集により調
査を行った。
　甘味資源作物（てんさい及びさとうきび）につ
いては、製糖会社、製糖工場等に対する往復郵送
調査により行った。
　茶については、標本荒茶工場に対する往復郵送
調査により行った。
　花きについては、集出荷団体等に対する往復郵
送調査及び関係機関等からの情報収集により調査
を行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、水稲、陸稲、麦類、大豆、かん
しょ、飼料作物、果樹（びわ、おうとう、うめ、
もも、すもも、日本なし、ぶどう）、野菜（春植
えばれいしょ）、てんさい、茶については、その
概要を公表した。
　また、果樹（西洋なし、かき、くり、みかん、
りんご、キウイフルーツ、パインアップル）、野
菜（春植えばれいしょ以外の品目）、さとうきび
については、その概要を公表する。
　また、詳細を水稲、陸稲、麦類、大豆、かん
しょ、飼料作物、甘味資源作物及び茶については
「作物統計」として、果樹については「果樹生産
出荷統計」として、野菜については「野菜生産出
荷統計」として、花きについては「花き生産出荷
統計」として刊行する。

⑶　被害調査
ア　共済減収調査
ア　調査の目的
　共済減収調査は、農業災害補償制度における損
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害の額について国が行う審査・認定の資料とし
て、10a当たり収量、共済基準減収量及び共済基
準減収量に関わる作付面積を調査する。
イ　調査の方法及び調査結果の利活用
　水稲、麦類、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげ
ん並びに主な果樹の共済目的の種類ごとに共済基
準収穫量を基準とする増収面積及び程度別減収面
積並びに増収量、程度別減収量及び共済減収量に
ついて標本実測調査並びにその結果に基づく巡
回・見積りにより調査を行った。
　なお、調査結果は、損害評価の資料として取り
まとめて経営局へ提示した。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。

イ　被害応急調査
ア　調査の目的
　災害等を受けた作物の災害種類別の被害面積及
び被害量について被害統計を作成し、天災融資法
の適用、特別交付税の算定及びその他の災害対策
の企画・立案、実施等のための資料とする。
イ　調査の方法
　重大な災害等が発生したと認められる地域内に
ある作物の栽培の用に供される土地及び作物につ
き職員による巡回・見積り及び情報収集の方法に
より調査を行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、四半期ごとに被害見込金額が10億
円以上の災害について、その概要を公表するとと
もに、１年間の農作物被害の詳細を「農作物災害
種類別被害統計」として刊行した。

２　特定作物統計調査

⑴　調査の目的
　豆類（小豆、いんげん及びらっかせい）、そば、な
たね、こんにゃくいも及び「い」の生産に関する実態
を明らかにし、関税割当数量及び共済基準収穫量の算
定、生産振興対策の推進のための資料を整備すること
を目的に実施する。

⑵　調査の方法
ア　作付面積調査
　関係団体に対する往復郵送調査及び巡回・見積り
により調査を行った。
イ　収穫量調査
　関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査及
び巡回・情報収集により調査を行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。また、詳細を
「作物統計」として刊行する。

３　畜産統計調査

⑴　調査の目的
　畜産統計調査は、主要家畜の飼養戸数、飼養頭羽数
等を取りまとめ、畜産行政の資料とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　農林業センサスを基礎に畜種別の母集団を編成し標
本抽出した飼養者を調査対象に、往復郵送調査により
行った。
　なお、乳用牛、肉用牛調査については、牛個体識別
システム（注：個体識別番号により、牛の生年月日、
性別、品種、所在地等のデータを一元的に管理するシ
ステム）のデータを活用した調査体系となっている。
　また、豚、採卵鶏調査については、平成22年が2010
年世界農林業センサス実施年のため、調査を休止した。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「畜産統計」として刊行する。

４　木材統計調査

⑴　木材統計調査
ア　基礎調査
ア　調査の目的
　素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関
する実態を明らかにし、林業行政の資料を整備す
ることを目的とする。
イ　調査の対象と調査の方法
　基礎調査は、全国の製材工場、木材チップ工場
及び合単板工場から抽出した標本工場を対象に、
平成22年12月31日現在を調査期日とし、調査期日
以前１年間の素材の入荷量、消費量及び在庫量、
製材品の出荷量及び在庫量、合板及び木材チップ
の生産量及び在庫量をオンライン、郵送又は調査
員が調査票を配布･回収する自計調査又は面接・
聞き取りによる他計調査により行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳
細を「木材需給報告書」として刊行する。

イ　月別調査
ア　調査の目的
　毎月の木材需給の動向を把握し、木材の需給及
び価格の安定等流通改善対策等の推進に必要な資
料を整備する。
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イ　調査の対象と調査の方法
　月別調査は、全国の製材工場及び合単板工場か
ら抽出した標本工場を対象に、毎月の素材の入荷
量、消費量及び在庫量、製材品及び合板の生産
量、出荷量及び在庫量等についてオンライン調査
又は郵送調査により行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。
　また、詳細を「木材需給報告書」として刊行す
る。

⑵　木材流通統計調査
木材価格統計調査
ア　調査の目的
　素材、木材チップ及び木材製品の価格水準及び変
動を把握し、木材の需給及び価格の安定等流通改善
対策、木材産業の合理化対策等の諸施策の推進に必
要な資料を整備する。
イ　調査の対象と調査の方法
　木材価格統計調査は、素材・木材チップ価格調査
と木材製品卸売価格調査に分かれ、標本工場等を対
象に、毎月の素材、木材チップ及び木材製品の価格
等についてオンライン、郵送又はFAXにより調査
票を配布・回収する自計調査の方法により行った。
平成21年１月から市場化テストとして、民間事業者
が製材工場等・木材流通業者に対しオンライン、郵
送又はFAXで調査票を配布・回収する自計調査に
より行っている。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。
　また、詳細を「木材需給報告書」として刊行する。

５　漁業生産統計調査

⑴　調査の目的
　海面及び内水面における漁業・養殖業の生産に関す
る実態を把握して、水産行政の推進等に必要な資料を
整備することを目的とする。

⑵　調査の種類
　調査は、海面漁業生産統計調査（稼働量調査、海面
漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査）及び
内水面漁業生産統計調査（内水面漁業漁獲統計調査、
内水面養殖業収獲統計調査及び３湖沼漁業生産統計調
査）に区分される。

⑶　調査の対象と調査の方法
ア　海面漁業生産統計調査
ア　稼働量調査
　海面に沿う市区町村等の区域内にある海面漁業

経営体のうち、かつお・まぐろ類に係る漁業種類
であって、漁獲成績等報告書を利用できない沿岸
まぐろはえ縄、沿岸かつお一本釣、ひき縄釣、大
型定置網を営んだ海面漁業経営体を対象として、
調査員による面接聞き取りにより調査を行った。
イ　海面漁業漁獲統計調査
　海面に沿う市区町村等の区域内にある海面漁業
経営体及び水揚機関を対象として、自計調査若し
くは調査員による面接聞き取りによる調査、水揚
機関の事務所の記録を閲覧し転記する方法、職員
による往復郵送調査、又は漁獲成績等報告書を利
用した取りまとめを行った。
ウ　海面養殖業収獲統計調査
　海面に沿う市区町村等の区域内にある海面漁業
経営体及び水揚機関を対象として、自計調査又は
調査員による面接聞き取りによる調査、水揚機関
の事務所の記録を閲覧し転記する方法、職員によ
る往復郵送調査により取りまとめを行った。

イ　内水面漁業生産統計調査
ア　内水面漁業漁獲統計調査
　漁業権の設定等が行われている年間漁獲量50t
以上の河川及び湖沼（琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦
を除く。）、並びに年間漁獲量が50t未満であって
も、統計部長が国の施策上、毎年の調査が必要な
河川及び湖沼として指定するものを対象として、
対象を管轄する内水面漁業協同組合及び経営体
に調査員、郵送、FAX又はオンラインにより調
査票を配布、回収する方法により調査を行った。
平成21年調査から市場化テストとして、民間事業
者が内水面漁業協同組合及び経営体に対し、民間
事業者が任命する調査員、郵送、FAX又はオン
ラインにより調査票を配布・回収する方法により
行っている。
イ　内水面養殖業収獲統計調査
　全国のます類、あゆ、こい及びうなぎの内水面
養殖業を営むすべての経営体を対象として、経営
体に調査員、郵送、FAX又はオンラインにより
調査票を配布、回収する方法により調査を行っ
た。平成21年調査から市場化テストとして、民間
事業者が経営体に対し、民間事業者が任命する調
査員、郵送、FAX又はオンラインにより調査票
を配布・回収する方法により行っている。
ウ　３湖沼漁業生産統計調査
　琵琶湖、霞ヶ浦及び北浦で生産された水産物を
扱うすべての水揚機関、漁業又は養殖業を営むす
べての経営体を対象として、経営体に調査員、郵
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送又はFAXにより調査票を配布、回収する方法
により調査を行った。平成21年調査から市場化テ
ストとして、民間事業者が経営体に対し、民間事
業者が任命する調査員、郵送又はFAXにより調
査票を配布・回収する方法により行っている。

⑷　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「漁業・養殖業生産統計年報」として刊行する。

第６節　流通消費統計調査

１　食品産業活動実態調査

⑴　調査の目的
　①我が国の食品産業（食品製造業、食品卸売業、食
品小売業、外食産業）の東アジアへの進出状況、現地
での製造・販売の実態、②食品産業における畜産物の
仕入先別仕入量等を把握することにより、食品産業の
各部門・業種間における量的なフロー（流通経路・規
模）を明らかにし、各種施策の推進及び検証のための
資料とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、海外進出企業調査及び畜産物国内流通構造
調査に区分される。
　海外進出企業調査は、海外に現地法人を有する国内
の本社企業を対象に郵送により調査票を配布・回収す
る自計調査により行った。
　畜産物国内流通構造調査は、全国の食品製造業を営
む事業所のうち、畜産物を原材料とする製造品を出荷
している事業所、食品卸売業を営む事業所のうち、畜
産物を販売している事業所、食品小売業を営む事業所
のうち、畜産物を販売している事業所及び外食産業
（喫茶店を除く一般飲食店）を営む事業所を対象に、
郵送により調査票を配布・回収する自計調査により
行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
「食品産業活動実態調査報告」として刊行した。
　なお、食品産業活動実態調査は平成21年度調査を
もって廃止した。

２　牛乳乳製品統計調査

⑴　調査の目的
　牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、
畜産行政の資料を整備することを目的とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、年１回調査の基礎調査と、毎月調査の月別
調査に区分される。
　基礎調査は、全国の全ての牛乳処理場及び乳製品工
場を対象に行っており、委託事業者が調査票をオンラ
イン又は郵送で配布・回収する自計調査により行った。
　なお、乳製品工場のうち、アイスクリームのみ製造
する乳製品工場で年間生産量が５万リットルに満たな
いものは除いた。
　月別調査は、基礎調査で調査対象となる全ての乳製
品工場及び基礎調査結果に基づき選定された牛乳処理
場を対象に、委託事業者が調査対象の作成した電子調
査票をオンライン又はFAXで回収する自計調査によ
り行った。

⑶　調査結果の公表
　基礎調査及び月別調査の調査結果は、その概要を公
表した。また、詳細を「牛乳乳製品統計」として刊行
する。

３　食品流通段階別価格形成調査

⑴　調査の目的
　生鮮農水産物（青果物及び水産物）の各流通段階別
の流通経費等の実態を把握するとともに、その結果を
用いて価格形成を試算し、食料の安定供給の確保に向
けた食品流通の効率化・高度化、卸売市場の機能強化
等の施策を推進するための資料とする。

⑵　調査の対象と調査の手法
　食品流通段階別価格形成調査は、青果物経費調査及
び水産物経費調査からなり、青果物経費調査は、①各
調査品目毎に消費地市場（札幌、仙台、東京、横浜、
名古屋、岐阜、京都、大阪及び福岡に所在する中央卸
売市場）への出荷実績が多い上位都道府県の集出荷団
体、②消費地市場において青果物を取り扱う仲卸業
者、③消費地市場に所在する仲卸業者から青果物を仕
入れている小売業者を対象に、水産物経費調査は、①
各調査品目毎に水揚量の多い上位10漁港の産地卸売市
場において卸売を行う産地卸売業者、②①の産地卸売
業者から水産物を仕入れ、消費地市場（札幌、仙台、
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び福岡に所在する
中央卸売市場）へ出荷を行う産地出荷業者、③消費地
市場において水産物を取り扱う仲卸業者、④消費地市
場に所在する仲卸業者から水産物を仕入れている小売
業者を対象に、調査員又は郵送により調査票を配布・
回収する自計調査で行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細を
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「食品流通段階別価格形成調査報告（青果物経費調査
及び水産物経費調査）」として刊行する。

４　農産物地産地消等実態調査

⑴　調査の目的
　地場農産物の取扱状況や今後の意向を把握すること
により、地場農産物の使用動向を明らかにし、地産地
消の今後の推進方向等についての検討に必要な資料を
整備するとともに、農家が生産のみならず、加工や販
売の取組を行うことにより、付加価値の向上や農業者
の所得の増大を図る施策の推進に資することを目的と
する。

⑵　調査の対象と調査の手法
　調査は、産地直売所調査及び農産加工場調査に区分
される。
　産地直売所調査は、2010年世界農林業センサス（農
山村地域調査）において把握した地方公共団体、第３
セクター、農業協同組合、その他（農業協同組合（女
性部・青年部）、生産者又は生産者グループ等）が運
営する産地直売所を対象に委託事業者が郵送により調
査票を配布・回収する自計調査により行った。
　農産加工場調査は、2010年世界農林業センサス（農
林業経営体調査）において「農産物の加工」をしてい
ると回答した販売農家（法人・個人）、家族経営以外
の農業経営体及び農協等からの情報収集により把握し
た農産加工場を運営する農協等を対象に委託事業者が
郵送により調査票を配布・回収する自計調査により
行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに詳細を
「平成21年度農産物地産地消等実態調査報告」として
刊行する。

５　青果物卸売市場調査

⑴　調査の目的
　青果物の卸売市場における卸売数量及び卸売価額を
調査し、価格形成の実態等を明らかにし、青果物の流
通改善対策、価格安定対策等の資料とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、全国の主要な都市の青果物卸売会社を対象
に、品目別、産地都道府県別の卸売数量及び卸売価額
について、調査対象が作成した電磁的記録媒体の郵送
による収集、郵送により調査票を配布・回収する自計
調査又はオンライン調査により行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。また、詳細を

「青果物卸売市場調査報告」として刊行、産地都道府
県別の結果を「青果物産地別卸売統計」として刊行す
る。

６　畜産物流通調査

⑴　調査の目的
　食肉、鶏卵、食鳥の生産量、取引数量、価格等を明
らかにし、価格安定対策、需給調整、流通改善対策等
の資料とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　畜産物流通調査は、と畜場統計調査、鶏卵流通統計
調査、食鳥流通統計調査及び食肉卸売市場調査に区分
される。
　と畜場統計調査は、全国のと畜場を対象に、と畜頭
数、枝肉重量について、調査員による面接調査、資料
閲覧、調査対象が作成した電磁的記録媒体の郵送によ
る収集、郵送により調査票を配布し、郵送又はFAX
により回収する自計調査及びオンライン調査により
行った。
　鶏卵流通統計調査は、全国の鶏卵集出荷機関から選
定した対象に、鶏卵集荷量、仕向先別出荷量等につい
て、調査員による面接調査、資料閲覧、郵送により調
査票を配布し、郵送又はFAXにより回収する自計調
査により行った。
　食鳥流通統計調査は、全国の食鳥処理場を対象に、
集荷量及び処理量等について、調査員による面接調
査、資料閲覧、郵送により調査票を配布し、郵送又は
FAXにより回収する自計調査により行った。
　食肉卸売市場調査は、全国の食肉中央卸売市場等を
対象に、枝肉取引成立頭数、重量、価額について、調
査対象が作成した電磁的記録媒体の郵送による収集、
郵送により調査票を配布し、郵送又はFAXにより回
収する自計調査及びオンライン調査により行った。
　なお、と畜場統計調査（日別）及び食肉卸売市場調
査（日別）については、委託事業者による電話での聞
き取り、FAX及びオンライン調査により行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、食肉については、その概要を公表し
た。鶏卵、食鳥については、その概要を公表する。
　また、詳細を「畜産物流通統計」として刊行する。

７　水産加工統計調査

⑴　調査の目的
　全国の陸上加工経営体における水産加工品の生産量
を調査し、水産物需給計画、水産加工業振興対策等の
資料とする。
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⑵　調査の対象と調査の方法
　全国の水産加工品を生産する陸上加工経営体（加工
場又は施設を持たない漁家等は除く。）から選定した
対象に、加工種類別品目別生産量について、陸上加工
経営体又は関係団体の代表者に対し、調査員又は郵送
により調査票を配布・回収する自計調査、オンライン
による自計調査、調査員による面接調査又は資料閲覧
により行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表する。
　また、詳細を「水産物流通統計年報」として刊行す
る。

８　生鮮食料品価格・販売動向調査

⑴　調査の目的
　生鮮野菜の小売段階における国産品（標準品、有機
栽培品及び特別栽培品）、輸入品別の価格及び販売数
量の動向を把握することにより国産品の販売動向を探
り、国内の野菜生産を振興するための各種施策の資料
とする。

⑵　調査の対象と調査の方法
　調査は、全国15都市（札幌市、仙台市、さいたま
市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、静岡
市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、
福岡市及び北九州市）において、生鮮野菜（国産標
準品、有機栽培品、特別栽培品及び輸入品）を取り
扱っている百貨店・総合スーパー、各種食料品小売業
（従業者10人以上）、野菜・果実小売業（従業者５人以
上）のセルフサービス店を営む事業所のうち、POSシ
ステムを導入しているものを対象に、委託事業者が調
査対象に調査票を配布し、毎月の結果を四半期ごとに
回収する自計調査により行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表した。また、詳細を
「生鮮食料品価格・販売動向調査報告」として刊行す
る。

９　食品ロス統計調査

⑴　食品ロス統計調査
ア　調査の目的
　家庭及び外食における食品ロス（食べ残し）の実
態を把握し、食品の食べ残しや廃棄の減少に向けた
取組等の資料とする。
イ　調査の対象と調査の方法
　全国の世帯及び外食産業事業所を対象とし、世帯
については、調査対象世帯による実測・記帳に基づ

く自計調査の方法により、外食産業事業所について
は、委託事業者による実測調査及び聞き取りにより
行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表するとともに、詳細
を「食品ロス統計調査報告」として刊行した。

⑵　食品循環資源の再生利用等実態調査
ア　調査の目的
　食品産業における食品廃棄物等の発生量及び食品
循環資源の再生利用等の状況等を明らかにし、「食
品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食
品リサイクル法）等に基づく施策を推進するための
資料とする。
イ　調査の対象と調査の方法
　全国の食品製造業、食品卸売業、食品小売業及び
外食産業を対象とし、調査票を郵送で配布・回収す
る自計調査により行った。
ウ　調査結果の公表
　調査結果は、その概要を公表する。

10　生鮮食料品流通情報調査

⑴　目　　的
　生鮮食料品流通情報調査は、卸売市場の市況及び入
荷量、産地の出荷状況等に関する情報を、行政機関を
はじめ、生産者、出荷団体、流通関係者、消費者等に
迅速かつ的確に提供することによって、生鮮食料品の
需給の均衡と価格の安定に資することを目的として実
施した。

⑵　情報の種類と概要
　生鮮食料品流通情報調査は、青果物市況情報調査、
食鳥市況情報調査及び鶏卵市況情報調査に区分される。
　青果物市況情報調査は、全国の青果物市場を対象に
青果物卸売会社の入荷量及び販売価格のデータをオン
ラインで収集した。
　食鳥市況情報調査は、食鳥の卸売業を営む事業所を
対象に国産肉用若鶏の１キログラム当たり卸売価格を
委託事業者が電話で聞き取り調査により行った。
　鶏卵市況情報調査は、鶏卵の卸売業を営む事業所を
対象に鶏卵の入荷量及び１キログラム当たり卸売価格
を委託事業者が電話で聞き取り調査により行った。

⑶　調査結果の公表
　調査結果は、青果物、食鳥及び鶏卵市況情報とし
て、調査当日に公表した。
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第１節　総合食料政策

食料施策の総合的企画

　総合食料局は、食料・農業・農村基本法（平成11年
法律第106号。以下「新基本法」という。）において新
たな基本理念の一つとして位置付けられ、また、農林
水産省の第一の任務である「食料の安定供給の確保」
を図るため、主要食糧等を含めた食料政策の総合的な
企画・立案、食品産業の健全な発展を図る施策等を通
じて、食料政策の総合的な推進を担う部局である。

⑴　食料・農業・農村政策審議会食品産業部会
　卸売市場法（昭和46年法律第35号）、エネルギーの
使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）、
資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律
第48号）、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第
59号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律（平成７年法律第112号）、食品循環資
源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第
116号）及び中小企業者と農林漁業者との連携による
事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号）
の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理
することを目的とする食品産業部会が、食料・農業・
農村政策審議会の下に設置されている。

　（開催状況）
平成22年６月16日　・食品産業の将来方向（仮称）に

関する意見交換について
平成22年８月26日　・食品産業の将来方向（仮称）に

ついての基本フレーム案について
平成22年10月21日　・卸売市場整備基本方針（案）に

ついて
　　　　　　　　　・中央卸売市場整備計画の変更

（案）及び中央卸売市場開設区域
の指定の解除（案）について

平成22年12月13日　・「食品産業の将来方向（仮称）」
についての意見交換について

　（所属委員等）
　（委員）
　青
あお

　山
やま

　浩
ひろ

　子
こ

  農業ジャーナリスト
　新
にい

　浪
なみ

　剛
たけ

　史
し

  ㈱ローソン代表取締役社長CEO
　西
にし

　辻
つじ

　一
かず

　真
ま

  ㈱マイファーム代表取締役
　三

み

　村
むら

　優
ゆ み こ

美子  青山学院大学経営学部教授
◎山
やま

　口
ぐち

　範
のり

　雄
お

  味の素㈱代表取締役　取締役会
長

　渡
わた

　辺
なべ

　捷
かつ

　昭
あき

  トヨタ自動車㈱相談役
　（臨時委員）
　石
いし

　渡
わたり

　美
み

　奈
な

  ホッピービバレッジ㈱代表取締
役社長

　大
おお

　塚
つか

　　明
あきら

  ㈱ヤオコー顧問
　大
おお

　野
の

　憲
のり

　俊
とし

  福岡大同青果㈱代表取締役社長
　小

お

　瀬
ぜ

　　昉
あきら

  ハウス食品㈱代表取締役会長
　佐

さ

　竹
たけ

　力
りき

　總
ふさ

  ㈱美濃吉代表取締役社長
　根

ね

　本
もと

　重
しげ

　之
ゆき

  拓殖大学商学部教授
　藤
ふじ

　田
た

　正
しょう

　三
ぞう

  茨城中央園芸農業協同組合専務
理事

　古
ふる

　谷
や

　由
ゆ き こ

紀子  消費生活アドバイザー
　山
やま

　根
ね

　香
か

　織
おり

  主婦連合会会長
　（専門委員）
　柴
しば

　田
た

　明
あき

　夫
お

  丸紅経済研究所所長
◎部会長

（平成23年３月31日現在）

⑵　食料・農業・農村政策審議会食糧部会
　主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成
６年法律第113号）、米粉の新用途への利用の促進に関
する法律等の規定により審議会の権限に属させられた
事項を処理することを所掌事務とする食糧部会が、食
料・農業・農村政策審議会の下に設置されている。

　（開催状況）
平成22年７月30日　・米穀の需給及び価格の安定に関

する基本指針の策定について
　　　　　　　　　・米の備蓄運営について
　　　　８月９日　・米の備蓄運営について
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　　　　11月29日　・米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の変更について

平成23年２月２日　・米穀の需給及び価格の安定に関
する基本指針の変更について

　　　　３月30日　・麦の需給に関する見通しの策定
について

　（所属委員等）
　（委員）
　青
あお

　山
やま

　浩
ひろ

　子
こ

  農業ジャーナリスト
　奥
おく

　村
むら

　一
かず

　則
のり

  農事組合法人サカタニ農産代表
理事

◎中
なか

　嶋
しま

　康
やす

　博
ひろ

  東京大学大学院農学生命科学研
究科農業・資源経済学専攻准教
授

　　森
もり

　　久
く み こ

美子  作家
  北海道農業・農村振興審議会委

員
　（臨時委員）
　尾

お

　畑
ばた

　留
る み こ

美子  尾畑酒造（株）専務取締役
　木

き

　村
むら

　　良
りょう

  木徳神糧（株）取締役会長
  全国米穀販売事業共済協同組合

理事長
　佐

さ さ き

々木　明
あき

　久
ひさ

  日清製粉（株）取締役社長
  製粉協会会長
　佐

さ

　藤
とう

　あき子
こ

  JA全国女性組織協議会会長
　杉
すぎ

　本
もと

　和
かず

　行
ゆき

  東京大学公共政策大学院教授
　田

た

　沼
ぬま

　千
ち

　秋
あき

  （株）グリーンハウス代表取締
役社長

  日本フードサービス協会前会長
　永
なが

　井
い

　　進
すすむ

  （株）永井農場代表取締役
  全国稲作経営者会議青年部長
　廣
ひろ

　瀨
せ

　　博
ひろし

  住友化学（株）代表取締役社長
  （社）日本経済団体連合会　農

政問題委員会共同委員長
　冨

ふ

　士
じ

　重
しげ

　夫
お

  全国農業協同組合中央会専務理
事

　椋
むく

　田
た

　哲
さと

　史
し

  （社）日本経済団体連合会常務
理事

　村
むら

　松
まつ

　真
ま き こ

貴子  食生活ジャーナリスト
  フードアクションニッポン応援

団
◎部会長

（平成23年３月31日現在）

⑶ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の
創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する
法律の制定

　農林水産業・農山漁村に存在する資源を有効に活用
し、地域ビジネスの展開や新産業の創出を図る農山漁
村の６次産業化を推進するため、「地域資源を活用し
た農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林
水産物の利用促進に関する法律」が、平成22年12月３
日に公布され、平成23年３月１日に全面施行された。

第２節　食品流通対策

１　概　　　要

　卸売市場法（昭和46年法律第35号）に基づいて策定
された卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計
画に即して、卸売市場の機能強化に向けた取組を行っ
た。
　消費者ニーズの多様化・高度化、流通コストの上昇
等食品流通を取り巻く経済情勢の著しい変化に対処し
て、食品の流通部門の各段階を通じた構造改善を図る
ため、食品流通構造改善促進法（平成３年法律第59
号）に基づき、平成19年４月に策定された食品の流通
部門の構造改善を図るための基本方針（第４次）に即
して、各種の構造改善対策を行った。

２　中央卸売市場

⑴　概　況
ア　中央卸売市場は、生鮮食料品等の重要な流通拠点
として、農林水産大臣の認可を受けて開設されるも
のである。中央卸売市場については、昭和46年度か
ら卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計
画（第１次：46 ～ 55年度、第２次：51 ～ 60年度、
第３次：56 ～平成２年度、第４次：61 ～平成７年
度、第５次：３～ 12年度、第６次：８～ 17年度、
第７次：13 ～ 22年度、第８次：16（方針）・17（計
画）～ 22年度、第９次：22（方針）・23（計画）～
27年度）に基づいて整備統合が進められており、平
成22年度末には46都市74市場（青果・水産市場26市
場、青果・水産・花き市場16市場、青果・花き市場
６市場、青果市場12市場、水産市場４市場、食肉市
場10市場）となっている。
イ　卸売業者
　中央卸売市場における卸売業務については、取扱
品目の部類ごとに農林水産大臣の許可を要するが、
この許可を受け卸売業務を行っている卸売業者は、
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平成22年度で青果部85、水産物部78、食肉部10、花
き部28、その他９で計210である。
　また、中央卸売市場の平成21年度の取扱金額は青
果１兆9,102億円（前年比96％）、水産物１兆8,275億
円（同91％）、食肉2,158億円（同93％）、花き1,402
億円（同98％）、その他271億円（同95％）となって
いる。

⑵　卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画
ア　卸売市場整備基本方針
　卸売市場整備基本方針は、卸売市場法に基づき、
おおむね５年ごとに農林水産大臣が定めているもの
であり、卸売市場が最近の情勢に的確に対応し、そ
の機能を十全に発揮していく観点から見直し、平成
22年10月に平成27年度を目標年度とする第９次卸売
市場整備基本方針を策定・公表した。
　第９次卸売市場整備基本方針においては、今後の
卸売市場について、
ａ　コールドチェーンシステムの確立をはじめとし
た生産者及び実需者のニーズへの的確な対応
ｂ　公正かつ効率的な取引の確保
ｃ　食の安全や環境問題等の社会的要請への適切な
対応
ｄ　卸売市場間の機能・役割分担の明確化による効
率的な流通の確保
ｅ　卸売業者及び仲卸業者の経営体質の強化
ｆ　経営戦略的な視点を持った市場運営の確保
を基本とし、整備及びその運営を行うこととして
いる。

イ　中央卸売市場整備計画
　中央卸売市場整備計画は、卸売市場法に基づき、
おおむね５年ごとに農林水産大臣が定めているもの
である。
　第９次卸売市場整備基本方針の策定を受け、平成
23年３月に平成27年度を目標年度とする第９次中央
卸売市場整備計画を策定・公表した。
　第９次中央卸売市場整備計画においては、開設者
から提出された市場ごとの施設整備の計画等を踏ま
え、市場再編、施設改善、中央拠点市場に係る名称
等について記載している。

⑶　中央卸売市場の施設整備
　生鮮食料品流通の改善合理化のための中央卸売市
場の施設整備については、中央卸売市場整備計画に
即して計画的に実施する施設の改良、造成、又は取
得に対して助成を行っている。
ア　交付率
　定額（4/10、1/3）

イ　交付対象施設
　売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗
装、搬送施設、衛生施設、食肉関連施設、情報処理
施設、市場管理センター、防災施設、加工処理高度
化施設、総合食品センター機能付加施設、附帯施
設、共同集出荷施設
　22年度に交付金を活用して整備した中央卸売市場
は、７都府県８市場であり、交付金額は143億8,538
万8,000円の内数である。
　このほか、卸売業者、仲卸業者等が行う施設整備
に対しては、（株）日本政策金融公庫の食品流通改
善資金による融資が行われている。

３　地方卸売市場

⑴　概　況
　地方卸売市場は地方都市における地域の流通拠点と
して、また、大都市地域にあっては中央卸売市場の補
完的機能を果たすなど、中央卸売市場と一体となって
生鮮食料品流通のネットワークを形成している。
　中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場面積
が卸売市場法施行令で定める規模（青果市場330㎡、
水産市場200㎡（産地市場は330㎡）、食肉市場150㎡、
花き市場200㎡）以上の卸売市場の開設に当たって
は、地方卸売市場として都道府県知事の許可を要す
るが、平成21年４月１日現在で、総合市場157、青果
市場414、水産市場476（うち産地市場332）、食肉市場
22、花き市場116の計1,185市場が許可されている。

⑵　地方卸売市場の施設整備
　地方卸売市場の施設整備は卸売市場整備基本方針等
に即して都道府県が策定する都道府県卸売市場整備計
画に基づいて行われている。
　国は公設（第３セクターを含む）市場に対して、中
央卸売市場の場合とほぼ同様の体系により助成を行っ
ている。
ア　交付率
　統合を行う市場　　　　　　　　　　　1/3
　連携した集荷・販売活動を行う市場　　1/3　
イ　交付対象施設
　売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、構内舗
装、搬送施設、衛生施設、情報処理施設、加工処理
高度化施設、附帯施設
　平成22年度に交付金を活用して整備した地方卸売
市場は、１県１市場であり、交付金額は143億8,538
万8,000円の内数である。
　このほか、卸売市場の開設者（地方公共団体以外
のもの）、卸売業者、仲卸業者等が行う施設整備に
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対しては、（株）日本政策金融公庫の食品流通改善
資金による融資が行われている。

４　食品流通の構造改善対策

⑴　構造改善計画の認定
　食品流通の構造改善事業を実施しようとする者は、
構造改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受ける
ことができる。
　22年度における構造改善計画の認定（変更認定除く）
は、食品生産製造提携事業９件、食品生産販売提携事
業12件、食品販売業近代化事業１件であった。

⑵　構造改善計画に対する支援措置
　農林水産大臣の認定を受けた計画に基づき構造改善
事業等を実施する者に対して、（株）日本政策金融公
庫（農林水産事業）からの融資や税制上の特例措置等
の助成策を講じている。
　22年度において講じた融資等の支援措置は、（株）
日本政策金融公庫（農林水産事業）から食品生産製造
提携事業89億7,000万円、食品生産販売提携事業27億
7,000万円の融資を行うとともに、（財）食品流通構造
改善促進機構から9,000万円の債務保証、２億2,000万
円の機器等の導入資金助成の支援を行った。

５　商業の近代化

⑴　地域商店街等活性化推進事業
　食品小売業は、近年の厳しい経営環境や担い手の高
齢化、後継者の確保困難等により店舗数が減少し、特
に中心市街地においては、商店街の崩壊現象により、
地域の最寄りの食品購入先が消失し、地域の消費者の
利便性が低下したほか、地域振興への影響が懸念され
ている。
　このため、過年度に実施された４事業を対象に、食
品販売機能の強化や販売商品の付加価値創出に係る取
り組み事例の調査を行い、現状分析や課題整理を行う
とともに、今後、それらの取り組みを推進する際に必
要となる食料品小売店の機能を維持・強化する方策の
検討を行った。

（予算額1,430万円）
⑵　食品流通改善資金

　生産から消費に至る食品流通の構造改善を図るため
の総合的な施策の一環として、食品流通構造改善促進
法に基づき農林水産大臣の認定を受けた構造改善事業
（食品生産販売提携事業等）に必要な設備資金等に対
し、（株）日本政策金融公庫（農林水産事業）から長
期低利の融資を行った。

⑶　生鮮食料品等小売業近代化貸付制度
　国民の日常生活に密接な関係を有する生鮮食料品等
小売業を対象として、その近代化、合理化に必要な設
備資金等に対し、（株）日本政策金融公庫（国民生活
事業）から低利融資を行った。

６　食品流通の効率化

⑴ 未来を切り拓く６次産業創出総合対策のうち流通
の効率化・高度化

ア　一貫したコールドチェーン体制の整備事業
　中央卸売市場及び地方卸売市場の開設者又は卸売
業者が、生産者、小売業者、輸送業者等の市場関係
者と連携して品質管理高度化計画を策定し、低温保
管倉庫又は簡易低温売場導入の取組に対する支援を
行った。

（補助率：１／２）
（予算額2,304万円）

イ　食品流通高度化推進調査事業
　業界関係者や食品流通の専門家からなる委員会を
設け、現地調査を踏まえて、品質管理の高度化を図
るための体制の導入効果の分析と課題整理を行った
上で、卸売市場における品質保持システムを現場に
適用していくに当たっての重要点を整理した指針を
作成した。

（予算額1,821万円）
ウ　食品流通効率化推進調査事業
　輸送行程の効率化、包装・荷役作業の効率化、生
産者の所得向上に資する流通の推進の調査項目ごと
に、業界関係者や経営分析の専門家からなる委員会
を設け、現地調査を基にした詳細な現状分析と課題
整理、現場に適用するに当たってのポイント整理等
を行った。

（予算額8,579万円）
エ　次世代流通情報インフラ調査事業
　食品のフードチェーンの各段階の事業者が、流通
情報システムを利用するニーズやロット管理の効率
化を図るために必要となる手法及び技術について調
査を行うとともに、調査結果に基づいた効率的な管
理手法の検討を行った。

（予算額3,583万円）
オ　食品流通効率化・高度化推進事業
　農林水産省による支援を得て取り組んだ事業をは
じめ、これまでの食品流通の効率化等に係る取組事
例の調査を行い、現状分析や課題整理などの検証を
加えるとともに、今後、食品流通の効率化を一層推
進する上で必要となる具体的な施策の検討を行った。
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（予算額937万円）

７　商 品 取 引

⑴　商品取引所の概況
　平成22年度における商品取引所の先物取引の出来高
についてみると、農林水産省所管物資（農産物、畜産
物、砂糖、水産物及び農産物・飼料指数）の出来高は
表のとおり339万枚で、前年度に比べ25.3％の減少。
また、売買約定金額は前年度に比べて18.7％減少し約
2兆7,232億円となった。この結果、経済産業省所管物
資も含めた総約定金額に占める農林水産省所管物資の
割合は3.5％となった。

表１　22年度出来高及び約定金額
  出来高  約定金額
取引所  （千枚）  （億円）
東京穀物商品取引所  3,320  26,651
中部大阪商品取引所  0  0
関西商品取引所  69  581
農林水産省所管  3,389  27,232
取引所合計  31,785  770,414

　　注： 中部大阪商品取引所は農林水産省所管物資の
　　　　数値である。

⑵　改正商品先物取引法の施行
　「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関
する法律の一部を改正する法律」（平成21年法律第74
号）のうち、取引所外取引や海外取引所取引に対する
許可制の導入、不招請勧誘の禁止規定の導入等につい
て平成23年１月に施行し、「商品取引所法」（昭和25年
法律第239号）の名称を「商品先物取引法」に改めた。

⑶　商品取引所等の定款の変更認可等
　商品取引所法若しくは商品先物取引法に基づき、平
成22年度中に商品取引所及び商品取引清算機構に対し
て行った変更の認可は以下のとおり。
①　商品取引所
　延べで定款５取引所、業務規程７取引所、受託契
約準則８取引所、紛争処理規程２、市場取引監視委
員会規程２取引所を行った。変更の主な内容は、以
下のとおりである。
ⅰ　定款の変更
・自主規制委員会に係る規定の整備（22. ６.30東
穀等）
・鶏卵市場の廃止（22. ７.16中部）
・スパン証拠金に係る規定の整備（22.12.28関西）
ⅱ　業務規程の変更
・信任金の充当有価証券の範囲変更（22. ５.26東
穀等）

・ストップロス取引に係る規定の整備（22.12.15
東穀等）
・とうもろこしの受渡方法の変更（23.２.23関西）
・ブロック取引に係る規定の整備（23.３.２東穀）
ⅲ　受託契約等準則の変更
・外国商品取引業者に係る事前認定制度の廃止
（22. ６. ３東穀等）
・東工取とのシステム統合に係る規定の整備
（22.11.16東穀）
・直接預託ＬＧ制度に係る規定の整備（22.12.27
関西等）

②　商品取引清算機構（JCCH）
　業務方法書の変更を４度行った。変更の主な内容
は次のとおりである。
・東工取の軽油取引の再開に伴う規定の整備
（22. ４.26）
・東工取の中京石油市場の開設に伴う規定の整備
（22.10. ５）
・スパン証拠金に導入に伴う規定の整備（22.12.
７）
・中部大阪商品取引所の解散に伴う改正（23.
２.23）

⑷　中部大阪商品取引所の解散
　中部大阪商品取引所については、商品市場における
出来高の減少が続く中、23年１月末に解散した。な
お、上場商品のうち、石油については、22年10月、東
工取に中京石油市場を開設し、実質的に引き継がれた。

⑸　商品先物取引業者
　商品先物取引法に基づく許可を受けた商品先物取引
業者は平成23年３月末日現在で57社であった。
　平成23年１月から商品先物取引法が施行され、58件
の許可を行った。また、商品先物取引業の廃止は１件
となっている。

⑹　商品先物取引仲介業者
　商品先物取引法に基づく登録を受けた商品先物取引
仲介業者は平成23年３月末日現在で１社であった。

⑺　商品投資顧問業
　商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成３年
法律第66号）に基づく許可を受けた商品投資顧問業者
は平成23年３月末現在で８社であった。

⑻　CFTCとの意図表明文書の締結
　商品先物市場の透明性を向上し、投資者保護及び
市場の公正性を高めるため、平成22年８月、米国商
品先物取引委員会（Commodity Futures Trading 
Commission: CFTC）との間で個別の取引情報等を含
む商品先物市場の監督上必要な情報の交換を可能とす
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る「意図表明文書（Statement of  Intent: SOI）」を、
経済産業省とともに締結した。

第３節	 食品産業等農林関係企業
対策

１　中小企業行政

⑴　中小企業の組織制度
ア　中小企業等協同組合
　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）
に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会で農
林水産省が直接所管するものは、23年３月末現在で
総数1,470組合（うち連合会は63）となっている。
イ　商工組合等
　中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律
第185号）に基づく商工組合及び商工組合連合会で
農林水産省が直接所管するものは、23年３月末現在
で40組合（うち全国を区域とする商工組合は17組
合、連合会は10組合）、協業組合で農林水産省が直
接所管するものは２組合となっている。

⑵　中小企業の新事業活動の促進支援
　中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平
成11年法律第18号）に基づき、中小企業の新たな事業
活動を促進するため、①創業、②経営革新、③新連携
の取組を支援するほか、④これらの新たな事業活動の
促進に資する事業環境の整備を図るとともに、金融・
税制等の特別措置を講じた。

⑶　中小企業金融制度
ア　日本政策金融公庫による融資
　株式会社日本政策金融公庫中小企業事業、国民生
活事業の22年度当初における貸付計画額はそれぞれ
２兆3,401億円、３兆1,153億円であった。農林水産
関係業種に対する貸付実績は表２のとおりである。

表２　22年度末農林水産関係業種貸付残高
　　　　　　　　　　　　　　　　　金額（億円）

　　業　　種  ㈱日本政策金融公庫  ㈱日本政策金融公庫
  中小企業事業  国民生活事業
食料品製造業  4,070  1,029
木材、木製品製造業  663  274
　　　　計  4,733  1,303

注１：金額は公庫聞き取り調査。
注２：食料品製造業には飲料、たばこ、飼料製造業を含む。
注３：他の農林水産関係業種については、統計上分類され
　　　ていない。

イ　不況対策
　中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第
２条第４項に規定するセーフティネット保証（第５
号：業況の悪化している業種）については、原則全
業種を対象とする「景気対応緊急保証」が経済対策
の一環として平成22年２月15日から平成23年３月31
日まで実施された。
　なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災
による影響を踏まえ、セーフティネット保証（第５
号）は、平成23年４月以降も原則全業種を対象とし
て運用されることとなった。

⑷　特定農産加工業対策
　特定農産加工業経営改善臨時措置法（平成元年法律
第65号）に基づき、特定農産加工業として、かんきつ
果汁製造業、非かんきつ果汁製造業、パインアップル
缶詰製造業、こんにゃく粉製造業、トマト加工品製造
業、甘しょでん粉製造業、馬鈴しょでん粉製造業、米
加工品製造業、麦加工品製造業、乳製品製造業、牛肉
調製品製造業及び豚肉調製品製造業の12業種を、関連
業種として果実加工食品製造業、こんにゃく製品製造
業、甘しょ加工食品製造業、馬鈴しょ加工食品製造
業、米菓製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、めん
製造業、パン製造業、ビスケット製造業、冷凍冷蔵食
品製造業及び食肉調製品製造業の12業種を指定し、こ
れらの者が輸入自由化等の著しい変化に対処して経営
改善措置等を行うのに必要な長期・低利の融資措置及
び税制措置を引き続き実施した。

⑸　事業再構築の円滑化
　産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措
置法（平成11年法律第131号）に基づき、大臣の認定
を受けた事業者等が内外の経済的環境の多様かつ構造
的な変化に対処して実施する事業再構築を円滑化する
のに必要な資金の借入に関する債務保証及び税制措置
を引き続き実施した。

⑹　農商工連携
　中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の
促進に関する法律（平成20年法律第38号）に基づき、
農林漁業者と中小企業者が連携し、相互のノウハウ、
技術等を活用して行う新商品の開発、販路開拓等の取
組に必要な長期・低利の融資措置及び税制措置を引き
続き実施した。

２　一般企業行政

⑴　対内外直接投資
ア　対内直接投資
　我が国は、42年以降段階的に資本自由化措置を実
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施しているところであり、現在、OECD資本移動自
由化規約において自由化を留保している業種等（農
林水産省所管では、「農林水産業」がある。）を除き
原則自由化されている。
　農林水産省所管企業への対内直接投資は、本年
度、640件（農林水産省受理ベース）行われた。

表３　業種別対内直接投資報告・届出実績
（農林水産省受理ベース）

　　　業　　種　　　　　　　　　　　平成22年度
１．製造業  354
　⑴　食料品  215
　⑵　農薬・動物医薬品  50
　⑶　肥料・飼料  32
　⑷　その他  57
２．輸出入・販売業  647
　⑴　食料品  456
　⑵　その他  191
３．飲食業  332
４．農林水産業  43
５．その他  9
注１：農林水産省が受理した報告・届出のうち、定款上の
　　　事業目的の中に農林水産関連業種を掲げている企業
　　　数をすべて計上（延数）している。
注２：食料品には、飲料及び食用油脂も含む。
　　　（出所） 農林水産省受理実績による。

３　食品産業行政

⑴　農商工等連携支援事業
　農商工連携の一層の推進のため、①地域の食品産業
と農林水産業やその他関連産業等を結びつけるコー
ディネーターの確保、関係者の交流の促進、人材育
成、②国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡
大の取組、③開発された新商品の販路拡大のための商
談会の開催や、各地域の試験研究機関、食品企業の技
術上の課題解決への支援や、外食・中小企業者と農林
漁業者等との交流会の開催等の支援を行った。

⑵　立地対策
　食品工業を取り巻く情勢は、急速に進む国際化や少
子高齢化による国内市場の縮小、多様化する消費者
ニーズへの対応及び環境への負荷低減や資源の有効利
用等に配慮することが求められている。
　このため、原料輸入、基幹食料生産、加工食品の生
産、製品流通の各基地を一体化した食品工業団地の形
成を推進し、食品の効率的生産体制の整備、流通機能
の結合・共同化、ばい煙・排水・廃棄物等の共同処理
施設の整備を図ることにより、食品の安定的かつ効率
的な供給に努めることとしている。

　食品工業団地については、「食品工業団地形成促進
要綱」（45農経C第2903号農林事務次官依命通知）に
基づき、農林水産大臣が食品工業団地形成計画を認定
したもの及びこれに準ずるものとして総合食料局長が
認定したものについて、進出企業に対し必要な助言、
指導を行うとともに、日本政策金融公庫等による融資
の斡旋を行うよう措置している。
　現在、農林水産大臣の認定に係る食品工業団地は、
千葉、京葉、衣浦、神戸東部第四工区及び箱崎の５ヶ
所である。

⑶　食品産業における環境対策の総合的推進
　「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
に基づき、平成20年度の食品廃棄物等の発生量及び再
生利用等の状況等について、平成21年度から食品廃棄
物等多量発生事業者に定期報告書の提出が義務づけら
れたことから、その普及啓発を図るとともに、食品廃
棄物発生量を把握するため、食品関連事業者に対する
点検指導を実施した。また、食品関連事業者、再生利
用事業者、農業者による再生利用事業計画（食品リサ
イクル・ループ）の10件の認定を行った。
　さらに、食品廃棄物の発生抑制のための具体的方策
の策定・普及、フードバンク活動の実施及び食品リサ
イクル・ループの構築のための検討、食品関連事業者
による食品廃棄物の肥飼料化設備の導入、食品廃棄物
の有効活用に向けた技術の改良等を支援した。
　「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に
関する法律」については、法における再商品化義務対
象事業者について、法の内容の普及・啓発のための点
検指導を行った。併せて、容器包装多量利用事業者に
対する21年度実績の定期報告に関する指導を行った。
　また、法制度の公平性・平等性を確保するため、容
器包装廃棄物の再商品化義務の未履行者（いわゆる
「ただ乗り事業者」）対策として、「指導・助言」及び
「勧告」を実施した。
　さらに、容器包装リサイクル法コンプライアンス推
進事業を実施し、再商品化義務の履行に向けた研修会
を開催した。
　地球温暖化対策については、京都議定書における
温室効果ガスの基準年比６％削減の約束達成に資する
ため、食品産業における自主行動計画の策定を推進す
るとともに、平成21年度の各団体の目標に対する達成
状況等の点検を行った。また、食品関連事業者による
CO2削減の優良な取組を表彰・普及するとともに、排
出抑制対策に関する研修会を開催した。

⑷　食品製造過程管理高度化対策
　食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置
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法（平成10年法律第59号）に基づき、HACCP手法を
導入し製造過程の管理の高度化を促進する事業者に対
して金融・税制上の特例措置を講じた。平成10年度か
ら平成21年度までの間に、高度化計画を認定する機関
として（社）日本食肉加工協会（食肉製品）、（社）日
本缶詰協会（容器包装詰常温流通食品）、（社）日本炊
飯協会（炊飯製品）、（社）大日本水産会（水産加工
品）、（財）日本乳業技術協会（乳及び乳製品）、全国
味噌工業協同組合連合会（味噌）、全国醤油工業協同
組合連合会（醤油製品）、（社）日本冷凍食品協会（冷
凍食品）、（社）日本給食サービス協会（集団給食用食
品）、（社）日本惣菜協会（惣菜）、（社）日本弁当サー
ビス協会（弁当）、（財）日本食品油脂検査協会（食用
加工油脂）、（財）日本食品分析センター（ドレッシ
ング類）、（社）全国清涼飲料工業会（清涼飲料水）、
（財）全国調味料・野菜飲料検査協会（食酢製品）、
（社）日本ソース工業会（ウスターソース類）、全国菓
子工業組合連合会（菓子製品）、全国乾麺協同組合連
合会（乾めん類）、（社）日本パン工業会（パン）、全
日本漬物協同組合連合会（農産物漬物）、全国製麺協
同組合連合会（生めん類）、（社）日本べんとう振興協
会（大量調理型主食的調理食品）の22機関を指定認定
機関に指定するとともに高度化基準を認定した。平成
22年度においては、15事業者がこれら指定認定機関か
ら高度化計画の認定を受け、HACCP手法を導入した
施設整備に取り組んだ。
　また、中小食品製造事業者がよりHACCP手法に取
り組みやすいよう、施設整備に対する過度なコスト負
担を避け、導入後の運用がより適切なものとなるよ
う、平成21年８月に同法に基づく基本方針の一部を改
正し、併せて、同年10月に各指定認定機関の高度化基
準の変更を行った。
　さらに、中小食品製造業に重点を置いたHACCP手
法の導入促進を図るため、HACCP手法の導入が遅れ
ている中小食品製造事業者を中心としたHACCP導入
セミナーや現場責任者・指導者養成のための実践的な
研修、低コストでHACCPを導入する手法の構築・普
及、専門家からの助言・指導が受けられる体制の構
築、HACCPの認知度向上のための消費者団体と連携
した普及啓発等を推進する食品産業品質管理向上推進
事業を実施した。

⑸　食品企業信頼確保対策
　食品業界では、食品の偽装表示等消費者の信頼を揺
るがす不祥事が相次いで起こっており、消費者の生
命・健康に直接関わる食品を取り扱う企業として許さ
れるものではない。

　このため、食品業界のコンプライアンス徹底を図る
観点から、平成20年３月策定した、食品業界が取り組
むべきための「道しるべ」である「『食品業界の信頼
性向上自主行動計画』の手引き～５つの基本原則」を
周知するとともに、コンプライアンス体制の構築に関
する「食品事業者向けコンプライアンス確立研修会」
の開催（啓発研修会25回、実務者研修会30回、トップ
マネジメント実践研修会10回）や食品事業者団体等か
らの要請による講師派遣（18回）等の食品企業信頼確
保対策支援事業を実施した。

⑹　東アジア食品産業海外展開支援
　我が国食品産業の事業基盤・国際競争力強化を目的
として、東アジア各国への投資等の促進を図るため、
各国の食品衛生基準等の情報収集・提供、技術的課題
の解決、海外進出食品企業の円滑なビジネス展開のた
めの海外現地連絡協議会の活動等を支援した。

第４節　食品・外食産業行政

１　加 工 食 品

⑴　調味料
ア　みそ・しょうゆ
ア　生産状況
　みその生産量は、46万２千t（平成22年）で対
前年比1.3％の増加であった。
　しょうゆの生産量は、84万９千Kl（平成22年）
で対前年比2.2％の減少であった。
イ　輸出状況
　みその輸出量は、10千２百t（平成22年）と
対前年比4.3％の増加、金額では21億円と対前年
比3.6％の増加となっている。主な輸出先は、米
国、韓国、カナダ等であった。
　しょうゆの輸出量は、１万８千kl（平成22年）
と対前年比3.7％の減少、金額では40億円と対前
年比0.1％の増加となっている。主な輸出先は、
米国、香港、中国、韓国等であった。

イ　食酢
　平成21年度の食酢類の生産量は41万１千klであ
り、前年に比べ1.7％増となった。このうち醸造酢
は41万klで全体の99.7％を占めている。
　なお、総務省家計調査によると、食酢類の１世帯
当たりの年間購入数量（全国）は、21年は2.8kl（前
年比1.9％増）となっている。
ウ　ウスターソース類
　平成21年のウスターソース類（ウスター・中濃・
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濃厚ソース）の出荷実績は、15万８千klで、前年度
に比べ9.9％減少した。
　なお、総務省家計調査によると、ウスターソース
類の１世帯当たりの年間購入数量（全国）は、21年
は1.7kl（前年比3.4％増）となっている。
エ　ドレッシング類（ドレッシング、マヨネーズ）
　平成21年のドレッシング類の生産量は、39万４千
tで前年に比べ0.7％減少した。このうちマヨネーズ
は、20万８千t（前年比0.4％減少）となっている。
　なお、総務省家計調査によると、マヨネーズ・ド
レッシングの１世帯当たりの年間購入数量（全国）
は、21年は4.9㎏（前年比4.2％増）となっている。
オ　カレー及びからし粉
　平成21年度のカレー粉・カレールゥの生産量は、
11万２千tで前年に比べ1.6％減少した。このうちカ
レー粉は９千t、カレールゥは10万２千tであった。
また、調理済みカレーの21年の生産量は15万６千t
であり、前年に比べ6.4％増となった。
　なお、総務省家計調査によると、カレールゥの１
世帯当たりの年間購入数量（全国）は、21年は1.8
㎏（前年比1.1％減）となっている。
　また、21年度のからし粉の生産量は、１万１千t
となっている。
カ　グルタミン酸ソーダ
　平成21年のグルタミン酸ソーダの生産量は、
３万５千tで前年に比べ3.8％減少した。
　なお、財務省貿易統計によると、21年の輸出量は
141t（前年比18.9％減）、輸入量は、８万３千t（前
年比12.3％減）となっている。

⑵　清涼飲料
ア　需要動向
　平成22年における清涼飲料の生産動向について、
各種飲料の総生産量は前年比103.9%の18,668千klで
あり、販売総金額も同104.0%の３兆5,876億円と、
前年を上回った。
　平成22年は、記録的な猛暑の影響もあり、３年ぶ
りに清涼飲料全体の生産量が前年より拡大となっ
た。その中でも、熱中症対策等でスポーツ・機能性
飲料が急回復するとともに、ハイボール人気や直接
飲用の増加等で炭酸水が拡大するなど、炭酸飲料に
ついても４年連続での伸長となった。　
イ　食品容器環境美化対策
　空かん等飲料容器の散乱が社会問題になったため
昭和48年から民間団体を指導して、空かんの投げ棄
て防止等消費者モラルの向上を図ってきたところで
あるが、更に一層の推進を図るため、昭和57年４

月、社団法人食品容器環境美化協会を設立し、この
団体を通じ、一般消費者への普及啓発を図るととも
に飲料容器の散乱防止方策の推進を行っている。

　　表４　主な清涼飲料の年次別生産量の推移
（単位：千㌔㍑）

  20年  21年  22年  22 ／ 21
緑　茶　飲　料  2,363  2,241  2,239  99.9％
炭　酸　飲　料  3,029  3,249  3,450  106.2％
果 実 飲 料 等  1,577  1,453  1,527  105.1％
ミネラルウォーター類  2,016  2,089  2,099  100.5％

⑶　コーヒー
ア　需給動向
　我が国のコーヒー供給の大半を占めるコーヒー生
豆の輸入先国は40 ヵ国以上に及んでおり、その主
要国は、ブラジル、コロンビア、インドネシアであ
る。
　平成22年の輸入量は、前年比105.0％の41万530t
となった。このうち、約８割がレギュラーコーヒー
向け、約２割がインスタントコーヒー向けと推計さ
れる。
　22年におけるインスタントコーヒーの生産量は
38,315tと前年比106.9％となった。

　　　表５　コーヒー供給量（輸入量）の推移
（単位：ｔ）

  20年  21年  22年  22 ／ 21
生　　　　　豆  387,538  390,938  410,530  105.0％
いったコーヒー  6,652  6,020  6,311  104.8％
インスタントコーヒー  7,850  7,400  7,445  100.6％
コーヒーエキス  8,610  8,938  7,843  87.7％

⑷　菓　子　類
ア　需給動向
　平成22年における菓子需要は、夏場の猛暑の影響
等により、前年をわずかに下回る結果となった。
菓子類の国内生産量は、ビスケット（前年比2.6％
増）、米菓（同2.3％増）が増加している一方で、
油菓子（前年比4.2％減）、和生菓子（同3.8％減）、
洋生菓子（同1.1％減）、チューインガム（同1.1％
減）、チョコレート（同0.5％減）などが減少し、
全体としては193万3,460tと、前年比0.7％の減少と
なった。
　また、生産額についても２兆3,660億円と、前年
比1.3％減少となった。
　一方、22年における菓子類の輸入量は、12万1,605t
（前年比0.8％増）となり、輸入額は約535億円（同
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5.4％減）となった。品目別では、チョコレート菓
子、キャンデー類、ビスケット類の３品目で菓子類
の輸入額の約５割を占めている。
　また、22年における菓子類の輸出量は、２万
7,534t（前年比9.6％増）となり、輸出額は約257億
円（同10.0％増）となった。菓子類の輸出額は、国
内生産額の１％とわずかなものである。
イ　菓子製造業に対する施策
　中小零細企業の多い菓子製造業に対する施策とし
ては、中小企業施策のほか、製造小売業については
生鮮食料品等小売業近代化資金貸付制度の対象業種
に指定（43年度以降）されている。

⑸　あ　ん　類
　あん類の推定生産量は、21万１千t（平成21年度）
と対前年比4.7％の減少であった。製品別では、生
あん４万５千t、練あん16万５千t、乾燥あん１千t
となっている。
　あん類の推定原料雑豆使用量は、７万６千tで
あった。

⑹　豆類加工品
ア　豆腐・油揚げ
　豆腐・油揚の推定大豆使用量は、49万t（平成22
年）であり、生産量に換算すると141万６千tと対前
年比2.0％の減少であった。
イ　納　豆
　納豆の推定大豆使用量は、12万３千t（平成22年）
であり、生産量に換算すると22万１千tと対前年比
1.8％の減少であった。
ウ　凍豆腐
　凍豆腐の推定大豆使用量は、２万６千t（平成22
年）であり、生産量に換算すると１万１千tと対前
年比8.3％の減少となっている。
エ　植物性たん白
　植物性たん白の生産量は、乾燥品換算で４万４千
t（平成22年）であった。原料別の生産比率は大豆
系82％、小麦系18％となっている。なお、出荷先は
全て食品加工業者である。
オ　豆　乳
　豆乳の大豆使用量は、３万２千t（平成22年）で
あり、生産量は、20万９千klと対前年比6.1％の増加
となっている。
カ　大豆の備蓄
　大豆は我が国の国民生活に直結した食品の原材料
であり、そのほとんどを輸入に依存していることも
あって、国際的な需給変動、輸送事情の影響を受け
やすい状況にある。このようなことから、大豆の国

際需給の著しい変動、港湾スト等の不測の事態に備
えるため、（社）大豆供給安定協会が自ら大豆を買
い入れ、これを製油メーカー等のサイロを利用して
備蓄する体制をとっている。
　備蓄水準は、食品用大豆の年間需要の約１ヵ月
分が食品用大豆の利用業界の流通在庫及び備蓄に
よって確保されることとしており、平成22年度は
３万１千t（食品用大豆の年間需要の約２週間分）
の備蓄を実施し、これに対して国は備蓄の実施に必
要な経費（保管費）として、２億7,038万円を大豆
保管企業協議会に補助した。（大豆備蓄対策費補助
金）

２　油　　　脂

⑴　世界の油脂事情
　2009/2010年度の世界の油糧種子の生産状況につい
ては、大豆の生産量は、最大の生産国である米国をは
じめ、ブラジル、アルゼンチン等で増加したことか
ら、全体として前年に比べ増加した。
　一方、ナタネの生産量は、主要な生産国であるカナ
ダで減少したものの、最大の生産国であるEUをはじ
め、中国で増加したことから、全体として前年に比べ
増加した。
　我が国では大豆油とナタネ油の生産量が2009年で可
食油生産量の88％程度を占め、その原料の大豆とナタ
ネは輸入に依存している。
　その主な輸入先国は、大豆では米国、ブラジル、ナ
タネではカナダ、豪州となっている。

⑵　国内の油脂事情
ア　全体需給動向
　食料需給表（平成21年度）によれば、我が国国民
１人・１日当たりの供給熱量は2,438.9Kcalで、その
うち油脂類は331.3Kcal（13.6％）を占めている。
　油脂の総需要は微増傾向となっている。
　なお、21年度の油脂生産のうち動物油脂と植物油
脂の生産比率は17％対83％程度となっている。
イ　用途別需要等
　食用（単体用、マーガリン・ショートニング用、
マヨネーズ用等）は233万tで対前年4.0％下回った。
　この食用のうち、植物油国内消費（工場出荷ベー
ス）については、業務用10.9％減、加工用3.5％減に
対して家庭用は3.2％増であった。
　非食用（工業用等）は、57万１千tと前年を6.6％
下回った。
　輸出については、１万６千tと前年を上回った。
これらのことから、油脂の総需要は291万tと対前年
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14万t減となった。
　また、食用加工油脂の生産量は、70万tと前年を
僅かに上回った。

表６　食用加工油脂の生産（平成21年）
（単位：千t）

　　　　　　　　　　　　 生産量　　対前年比（％）
マーガリン  155  96.3
ファットスプレット  79  100.3
ショートニング  208  98.9
精製ラード  53  98.8
食用精製加工油脂  33  93.2
その他加工油脂  173  107.0
　　計  700  100.1

ウ　油脂の供給動向
　一方、油脂の供給は285万tと前年を下回った。国
産原料から生産される主要油脂は、豚脂、牛脂、魚
油、こめ油等に限られ、大部分が輸入原料に依存し
ている。国内で生産される主要な油脂としては、
ナタネ油、大豆油で国内で生産される油脂全体の
72.7％を占めており、ナタネ油の生産量は93万t、
大豆油は48万tとなっている。

表７　油脂の供給
（原油ベース・単位：千t）

　項　　　目  19年  20年  21年
植　　物　　油  2,604  2,595  2,445
動　　物　　油  418  436  406
　　　計  3,022  3,031  2,851
前年比　（％）  98.4  100.3  94.1
う　ち　輸　入  2,639  2,641  2,457
（うち輸入油脂）  （967）  （999）  （918）
うち国産原料  383  390  394

３　新　食　品

　新食品とは、一般加工食品のうち、新たな技術又
は、新しい食品素材（食品新素材）を用いて製造又は
加工され高付加価値化された飲食料品をいう。食品新
素材とは、食品の物性をはじめとした品質を改善する
機能や体調を調節する機能を有する、新しい食品素材
（糖アルコール、オリゴ糖、食物繊維、ポリフェノー
ル等）をいう。
　近年、食品新素材や新技術を活用した新食品が、消
費者の健康志向と相まって、食品産業の一分野として
定着している。

農水産物機能性活用推進事業
　地域の食品企業の振興と農水産業の進展を図るため
には、地域の農水産物の機能性に着目した商品の開
発・販売が極めて重要であると考えられることから、
平成17年度より、地域農水産物に含まれる機能性成分
の活用方法や食品加工に利用する上での留意点等の整
理・検討、機能性成分を活用した商品の試作・評価な
どを行っている。
　平成22年度は、茶、桑、シーベリー、リンゴ「秋
星」、あまのり（発酵海苔）についての機能性成分の
解説を行い、また機能性成分に着目した商品としての
試作品を4品開発し、商品化に向けた改良の参考とし
て、結果を報告書として取りまとめ、食品企業及び県
試験場等食品開発関係者に配布し、広く情報提供を
行った。

４　外 食 産 業

⑴　外食産業の産業規模
　国内の外食産業の規模は21.5兆円と推計（平成20年
度農業・食料関連産業の経済計算）され、国民に食料
を供給する役割を果たしている。また、事業所数は
673千か所（平成21年経済センサス）、従業員数は329
万人（平成22年労働力調査）であり、国内の産業及び
雇用において貢献している。

⑵　対策及び支援の内容
ア　外食等における原産地表示の促進
　平成17年７月に策定した「外食における原産地表
示に関するガイドライン」を含め、食品産業のうち
原産地表示のためのガイドラインにより自主的な原
料原産地表示を進めようとする業界の事業者に対
し、関連する法令や当該ガイドライン等のルールと
の関係や注意事項等を分かりやすく整理を行うため
の原産地表示アドバイザー育成研修会等の取組に対
し支援した。
イ　国産食材の利用推進
　外食事業者の国産食材の利用・調達に関するニー
ズの生産地等への情報提供と外食産業と農業等が連
携している優良事例の調査・分析に対し支援した。
また、外食産業における国産食材の利用を推進する
ための農業者等との交流会等の開催に対し支援した。
ウ　海外日本食レストランを通じた日本食材の輸出促
進
　海外日本食レストランにおける日本食の普及を通
じた日本食・日本食材の輸出促進を目指し、20か
所（台北、上海、バンコク、ロンドン、アムステル
ダム、ロサンゼルス、モスクワ、スイス、ニュー
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ヨーク、シンガポール、ソウル、ローマ・ミラノ、
パリ、香港、シドニー、トロント、サンフランシス
コ、北京、デュッセルフドルフ、ホーチミン）の日
本食レストラン関係者のネットワークを活用して、
日本の食材についての情報交換等を行った。

第５節	 米穀の需給及び価格の安
定を図るための措置

１　米の需給に関する動向

⑴　国内需給（平成22/23年の需給見通し）
　平成22年産米については、全国の作況が平年ベース
を下回る98となり、水稲収穫量は848万tとなった。
　このうち主食用等に824万tが仕向けられるものと見
込まれた。
　これを踏まえ、平成22/23年（平成22年７月～平成
23年６月）の需給については、平成23年２月の「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」（以下「基
本指針」という。）において次のとおり見通した。

○平成22/23年の主食用米等の需給見通し
（単位：万トン）

主食用米等

平成22年６月末民間在庫量　　　　　　　　　　　 Ａ 216

平成22年産主食用米等生産量　　　　　　　　　　 Ｂ

政府備蓄米としての買入数量　　　　　　　　　　 Ｃ

米穀機構等による飼料用等処理の数量　　　　　　 Ｄ

平成22/23年主食用米等供給量計　Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

824

▲18

▲15

1,007

平成22/23年主食用米等需要量　　　　　　　　　　Ｆ 811

平成23年６月末民間在庫量　　　　　　　 Ｇ＝Ｅ－Ｆ 196

⑵　備蓄の運営
　備蓄については、米穀の生産量の減少により、その
供給が不足する事態に備えるため、６月末時点での在
庫量100万t程度を適正水準としている。
　なお、これまでの備蓄運営については、需給緩和時
に販売抑制を求められるなど、必ずしも原則どおりの
備蓄運営が行えず、結果として追加的に財政負担が
生じる等の課題もあることを踏まえ、平成23年度以降
は、棚上備蓄に移行することとした。

棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方
①　適正備蓄水準は100万トン程度（６月末）
②　国内産米を一定期間（５年間程度）備蓄
③　備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与
えないよう事前契約によることを基本に、公平性・
透明性を確保する観点から一般競争入札により実施
（毎年20万トン）
④　備蓄米は、放出を要する不足時以外は、備蓄後に
飼料用等の非主食用として販売（毎年20万トン）

⑶　米の流通
　平成21年産については、水稲収穫量847万tのうち、
市場流通量（農家消費等を除く。）が624万tとなって
いる。
　この中で、生産者から農協等（農協・全集連系業
者）へのうるち米の出荷数量（394t）のうち、全国出
荷団体（全農・経済連、全集連）への販売委託数量に

【生産段階】 （単位：万トン）

年産

16 872 100.0% 636 72.9% 75 8.6% 55 6.3% 50 5.7% 56 6.4% 12 1.4% 27 3.1% 17 1.9%

17 906 100.0% 653 72.1% 71 7.8% 55 6.1% 57 6.3% 62 6.8% 13 1.4% 31 3.4% 18 2.0%

18 855 100.0% 631 73.8% 67 7.8% 55 6.4% 43 5.0% 59 6.9% 15 1.8% 27 3.2% 17 2.0%

19 871 100.0% 632 72.6% 63 7.2% 52 6.0% 59 6.8% 65 7.5% 17 2.0% 31 3.6% 17 2.0%

20 882 100.0% 636 72.1% 61 6.9% 53 6.0% 58 6.6% 64 7.3% 16 1.8% 30 3.4% 18 2.0%

21 847 100.0% 624 73.7% 59 7.0% 50 5.9% 52 6.1% 62 7.3% 16 1.9% 29 3.4% 17 2.0%

【出荷・販売段階】 （単位：万トン）

全集連系業者 その他業者

年産

16 636 72.9% 390 44.7% 350 40.1% 40 4.6% 20 2.3% 7 0.8% 12 1.4% 59 6.8% 167 19.2%

17 653 72.1% 405 44.7% 352 38.9% 53 5.8% 22 2.4% 8 0.9% 13 1.4% 59 6.5% 167 18.4%

18 631 73.8% 384 44.9% 320 37.4% 64 7.5% 21 2.5% 9 1.1% 13 1.5% 58 6.8% 169 19.8%

19 632 72.6% 378 43.4% 308 35.4% 70 8.0% 21 2.4% 9 1.0% 13 1.5% 65 7.5% 167 19.2%

20 636 72.1% 390 44.2% 303 34.4% 87 9.9% 21 2.4% 8 0.9% 14 1.6% 59 6.7% 165 18.7%

21 624 73.7% 372 43.9% 294 34.7% 78 9.2% 22 2.6% 7 0.8% 15 1.8% 71 8.4% 159 18.8%

10a未満

出荷・販売

農協

販売委託 直販

生産量

出荷・販売 農家消費 無償譲渡

販売委託 直販

生産者
直接販売

その他

加工用米 もち米 減耗

 
資料：農林水産省「作物統計」、「生産者の米穀現在高等調査」、「米穀の取引に関する報告」及び全国出荷団体調べ等を基に作成

注：１）10ａ未満は、「水稲収穫量」と「生産者の米穀現在高等調査」等の差引であり、この中から一部生産者直販やその他業者販売により流通する可能性がある。
２）生産段階には、このほか集荷円滑化対策による区分出荷米（17年産米8万ﾄﾝ、20年産米10万ﾄﾝ）がある。
３）ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

 

 

○　米の流通の状況（16 ～ 21年産米）
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ついては、301万tと20年産（311万t）と比べ10万t減
少している。
　また、農協等（農協・全集連系業者）の直販数量は
93万tとなっており、20年産（101万t）に比べ８万t減
少している。
　なお、生産者の直販数量については、20年産と比べ
６万t減少している。

⑷　外国産米
　平成７年４月から平成23年３月末までのミニマム・
アクセス米の輸入量は1,082万tとなった。
　ミニマム・アクセス米については、国家貿易の下、
基本的に政府が買い入れ、市場の状況を踏まえ、価格
等の面で国産米では十分対応し難い用途（主として加
工食品の原料用）を中心に販売し、販売残のうち毎年
一定程度の数量を食糧援助用や飼料用に活用している。
　ミニマム・アクセス米の在庫は導入後徐々に増加
し、平成18年10月末には189万tに達したが、同年から
飼料用への販売を開始したため、平成23年３月末には
87万tまで減少した。
 
ミニマム・アクセス米の販売状況（平成７年４月～平成23年３月末）

⑸　政府米の販売及び買入れ
　政府備蓄米については、23年度からの棚上備蓄への
円滑な移行を図るため適切な年度更新が必要不可欠で
あったことから、古米臭等品質劣化により主食用とし
ての販売が見込めない17年産米（13万t）を飼料用等
へ販売し、22年産米の政府買入（買入予定18万t、実
績10万t）を行った。

２　平成22年産米をめぐる状況

⑴　平成22年産米の需給調整の取り組み状況
　平成22年産米の需給調整については、戸別所得補償
モデル対策の導入に伴い、非達成地域へのペナルティ
といった手法を廃止し、交付金というメリット措置を
与えることにより、その参加を誘導する方針に転換し
た。この結果、需給調整の取り組みである飼料用米・
米粉用米・稲発酵粗飼料用稲（WCS用稲）等の新規
需要米が増加し、主食用水稲作付面積158万haのう
ち、過剰作付面積は約4.1万ha（21年産は4.9万ha）と
なり、前年産米に比べて減少した。

⑵　生産者団体による過剰米対策基金の活用
　社団法人米穀安定供給確保支援機構が、平成22年産
米の需給均衡を図ることによって民間流通米の販売環
境を整えることを目的とし、生産者団体等自らの取組
として、過剰米対策基金を活用し、主食用米を飼料用
等に処理する販売環境整備事業を実施した。
　なお、平成22年産に係る集荷円滑化対策について
は、米戸別所得補償モデル事業の実施に伴い、生産数
量目標に即した生産を行った販売農家に対して所得が
補償され、豊作過剰による農業経営への悪影響を防ぐ

資料：農林水産省調べ

　注：1）輸入数量は、23年3月末時点での政府買入実績である。

　　　2）このほか食用不適品として処理した3万トン、バイオエタノール用へ販売した3万トンがある。

　　　3）在庫87万トンには、飼料用備蓄35万トンが含まれる。

主食用に供給されたミニマム・アクセス米を大きく上回
る量の政府国産米を援助用に活用。
（8年11月から23年3月までの国産米援助実績 122万トン）

さらに、8～11年産の政府国産米の一部を国内の主食用
には供給せず、飼料用等として販売。
（16年2月から18年6月までの販売実績72万トン）

加工用
368万トン

援助用
270万トン

在 庫
87万トン

主食用
111万トン

輸入数量
1,082万トン

飼料用
221万トン

もち米
19万トン

国産米では対応し難い低価格の加工用（みそ・焼酎・

煎餅等）向けに年間約20～30万トンの固定需要がある。

ＳＢＳ輸入分

18年7月以降、輸入年度の古いミニマム・アクセス米か
ら順次販売。18年度：40万トン、19年度64万トン、20年度
46万トン、21年度30万トン、22年度41万トン

現行の食糧援助規約に基づく我が国の約束量は、小

麦30万トン相当以上と規定されており、そのうち米による

現物援助が最大の比率を占める。

 

 

生産数量目標

①

実生産量

②

目標超過
数量

②－①

①を面積換算
したもの

③

実作付面積

④

過剰作付
面積

④－③

万ﾄﾝ 万ﾄﾝ 万ﾄﾝ 万ha 万ha 万ha

16 857.4 859.9 2.4 163.3 165.8 2.5 98

17 851.0 893.3 42.3 161.5 165.2 3.7 101

18 833.1 839.7 6.6 157.5 164.3 6.8 96

19 828.5 854.0 25.6 156.6 163.7 7.1 99

20 815.0 865.4 50.4 154.2 159.6 5.4 102

21 815.0 831.0 16.0 154.3 159.2 4.9 98

22 813.0 823.8 10.8 153.9 158.0 4.1 98

年産

全国の需給調整の取組状況の推移（平成16年産～22年産）

作況
指数
⑤

注１：①の生産数量目標は、集荷円滑化対策による区分出荷（平成18年産）及び消費純増策（～平成19年産）による補正を行った後の数値。
注２：②の実生産量は、統計部公表の収穫量から加工用米及び新規需要米（平成20年産以降）の集荷実績数量を控除したもの。
　　　　（20～21年産の新規需要米については取組計画認定数量）
注３：④の実作付面積は、統計公表の水稲作付面積から加工用米・新規需要米等の取組計画認定面積を控除したもの。

 

   

認定面積（ha） 認定面積（ha）

米　　粉　　用　　米 2,401 4,957

飼　　料　　用　　米 4,123 14,883

Ｗ　Ｃ　Ｓ　用　稲
（稲発酵粗飼料用稲） 10,203 15,939

バイオエタノール用米 295 397

輸　 出　 用 　米 164 388

そ　の　他
（わら専用稲、青刈り用稲等） 956 508

合　　　計 18,142 37,072

平成２１、２２年産米の新規需要米の用途別認定面積

用　途　区　分
平成２１年産 平成２２年産
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ことができることから、実施しないこととした。
⑶　米粉・エサ米法

　米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促進
する「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」
（平成21年法律第25号）が平成21年７月１日に施行さ
れた。本法律に基づき創設した、米穀の生産者とその
加工品の製造事業者が連携した取組に関する計画に係
る制度により、11件の生産製造連携事業計画（米粉関
連）を認定した。

Ⅰ　趣旨
　米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促
進するため、米穀の生産者とその加工品の製造業者
が連携した取組に関する計画及び新品種を育成する
ための計画に係る制度を創設するとともに、これら
計画の実施に対し農業改良資金の償還期間を延長す
る等の支援措置を講ずる。

Ⅱ　法案の内容
⑴　基本方針の策定
　農林水産大臣は、米穀の新用途への利用の促進
に関する基本方針を定める。

⑵　事業計画の作成
①　生産製造連携事業計画
　新用途米穀の生産者は、新用途米穀加工品
（米粉・飼料等）の製造事業者（必要に応じ米
粉パン等の製造事業者や畜産農家等を含む。）
と共同して、新用途米穀の生産から新用途米穀
加工品の製造等までの一連の行程の総合的な改
善を図る事業に関する計画を作成し、農林水産
大臣の認定を受けることができる。
②　新品種育成計画
　稲の新品種の育成を行おうとする者は、新品
種を育成する事業に関する計画を作成し、農林
水産大臣の認定を受けることができる。

⑶　支援措置
①　⑵の①の計画の認定を受けた場合には、農
業改良資金助成法の特例（償還期間の延長等）
や食品流通構造改善促進法の特例（食品流通
構造改善促進機構による債務保証の範囲の拡大
等）等の措置を講じる。
②　⑵の②の計画の認定を受けた場合には、種
苗法の特例（新品種の出願料・登録料の減免）
の措置を講じる。

３　平成23年産米の生産数量目標の決定

⑴　平成23年産米の生産数量目標
　８/９年（８年７月から９年６月までの１年間）か
ら直近の21/22年までの全国の需要実績を用いてトレ
ンド（回帰式）で算出された全国の平成23/24年の需
要見通しは802万tであった。しかしながら、近年の需
要見通しと需要実績を比較した場合、需給動向による
変動幅が生じていることを踏まえ、23/24年の需要見
通しから７万t控除することとし、全国の平成23年産
米の生産数量目標は795万tと設定した。

⑵　平成23年産米の都道府県別の生産数量目標
　都道府県別の生産数量目標については、従来から、
全国の生産数量目標を基本に都道府県ごとの過去６年
の需要実績中、中庸４年分の平均値のシェアで算出す
ることを基本としており、平成23年産米についても、
この方式により設定した。

４　米穀の出荷又は販売の事業の届出

　平成16年４月１日の改正食糧法の施行により、従来
の計画流通制度（米穀の出荷取扱業及び販売業の登録
制度等）が廃止され、平常時においては米の流通関係
者の主体性を重視する観点から、流通の統制は行わな

（単位：トン、ｈａ）

面積換算値 面積換算値

北 海 道 584,180 109,190 滋　　賀 169,410 32,700

青    森 262,950 45,340 京　　都 79,650 15,590

岩 　 手 282,020 52,910 大　　阪 27,810 5,620

宮　　城 367,950 69,420 兵　　庫 190,970 37,890

秋　　田 440,420 76,860 奈　　良 43,890 8,560

山　　形 368,930 62,110 和 歌 山 37,050 7,480

福　　島 363,680 67,720 鳥　　取 71,400 13,890

茨　　城 356,480 68,550 島　　根 96,640 18,990

栃　　木 323,420 60,000 岡　　山 167,350 31,820

群　　馬 81,860 16,570 広　　島 132,980 25,430

埼　　玉 161,020 32,660 山　　口 113,810 22,580

千　　葉 259,450 48,680 徳　　島 60,850 12,840

東　　京 780 190 香　　川 73,550 14,740

神 奈 川 14,890 3,040 愛　　媛 76,900 15,440

新　　潟 548,380 101,740 高　　知 52,800 11,500

富　　山 195,980 36,630 福　　岡 191,750 38,430

石　　川 129,970 25,040 佐　　賀 143,180 27,170

福　　井 133,410 25,800 長　　崎 65,800 13,820

山　　梨 28,790 5,260 熊　　本 202,020 39,230

長　　野 202,310 32,470 大　　分 123,860 24,620

岐　　阜 120,650 24,720 宮　　崎 100,130 20,230

静　　岡 87,430 16,780 鹿 児 島 117,020 24,430

愛　　知 142,540 28,110 沖　　縄 3,090 1,000

三　　重 150,590 30,120 全国計 795万トン 150万ha

※ 生産数量目標は都道府県間調整前の数値。

都道府県

平成２３年産米の都道府県別の生産数量目標

都道府県生産数量目標 生産数量目標
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いこととされた。
　他方、米不足等の緊急時に的確に対応するため、平
常時から流通業者の確実な把握等を行い、緊急時にお
いて適切な命令が発動できるよう、米穀の出荷又は販
売の事業を行う者（事業規模が20精米t以上の者）に
対し、農林水産大臣への届出が義務付けられている。

表８　米穀の出荷又は販売の届出事業者数
（平成23年３月末日現在）

都道府県 届出事業者数 都道府県 届出事業者数
北海道 2,948  滋　賀 892 
青　森 706  京　都 2,608 
岩　手 1,349  大　阪 6,326 
宮　城 1,642  兵　庫 4,147 
秋　田 977  奈　良 1,124 
山　形 1,111  和歌山 945 
福　島  1,965  鳥　取 182 
茨　城 1,631  島　根  552 
栃　木 1,205  岡　山 873 
群　馬 1,254  広　島 1,878 
埼　玉 3,128  山　口 761 
千　葉 3,251  徳　島 734 
東　京 7,533  香　川 705 
神奈川 3,838  愛　媛 809 
新　潟 2,503  高　知 465 
富　山 569  福　岡 3,121 
石　川 919  佐　賀 324 
福　井 665  長　崎 1,338 
山　梨 891  熊　本 1,127 
長　野 1,513  大　分 753 
岐　阜 1,002  宮　崎 579 
静　岡 1,970  鹿児島 1,258 
愛　知 3,101  沖　縄 477 
三　重 891  計 78,540 

注）届出事業者数とは、主要食糧の需給及び価格の安定に
関する法律第47条の規定に基づき出荷又は販売の事業の
届出を行っている者である。

５　米の消費拡大

　平成22年度における米の消費拡大については、食料
自給率向上のため、食品産業等と連携し、我が国で
100％自給可能な米を中心とした食生活の実践を推進
し、新たなビジネスの展開、創出を通じて消費拡大の
取組を推進するため、次の事業を実施した。

①　朝食欠食（20 ～ 30代で３割）の改善や、米を中
心とした日本型食生活の普及・啓発により、食料自

給率向上に資するため、各種広報媒体を活用した情
報提供（めざましごはんキャンペーン）の実施
②　食品関連事業者等が連携して行うごはん食の弁当
をテーマとした新市場開拓等販促活動に対する支援
③　医師等を通じて、健康面から米を中心とした日本
型食生活の有用性を普及・啓発するための講習会開
催等に対する支援

６　学　校　給　食

⑴　学校給食実施状況
　学校給食は、学校給食法に基づき、小学校、中学
校、夜間定時制高校及び特別支援学校を対象に実施さ
れており、パン又は米飯、ミルク及びおかずを供する
「完全給食」と、完全給食以外の給食でミルク及びお
かず等を供する「補食給食」と、ミルクのみを供する
「ミルク給食」の三つの型がある。
　平成21年５月現在における学校給食の実施状況は表
９のとおりである。

表９　学校給食実施状況
　　　　　　　　　　　　学校数　　　　　児童・生徒数
　 区分
　　　　　　　　　　　　　　校　　　　　　　　千人
完 全 給 食  31,001  9,637
補 食 給 食  313  41
ミルク給食  1,086  359
　　計  32,400  10,037
未　実　施  1,945  851
総　　　計  34,345  10,888

⑵　米飯学校給食実施状況
　学校給食において米飯給食の普及・定着を図ってい
くことは、食習慣形成の重要な時期に当たる児童・生
徒に米を中心とする日本型食生活を継承していくだけ
でなく、米の消費拡大を図る上で重要な役割を果たし
ていることから、米飯学校給食の回数増加に向けた取
組を行っている。
　平成22年度においては、味覚を育む子どもたちに、
米を中心とした「日本型食生活」の普及・定着を図る
ため、大都市部（東京・大阪・神奈川・埼玉）で学校
給食関係者に対して米飯給食の効用等を普及・啓発す
る「米飯学校給食情報交換会」、米飯給食メニューの
普及を図る「メニュー講座」を開催したほか、全国各
地の米飯学校給食の優良事例を、全国に紹介する「ご
はんで給食先進事例」を実施するとともに、学校給食
用に備蓄米の無償交付を行うなど、引き続き米飯学校
給食を積極的に推進している。
　この結果、米飯学校給食の実施状況は、平成21年5
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月現在では、
①　米飯学校給食実施校は、完全給食実施校の99.9％
（昭和51年５月36.2％）
②　対象児童・生徒数の比率は、99.9％（昭和51年５
月30.3％）
③　週平均実施回数3.2回（昭和51年５月0.6回）
④　週３回以上実施している学校は、米飯学校給食実
施校の89.5％（昭和51年５月7.0％）となり、着実に
普及している。

７　米穀等の適正流通の確保

⑴　米穀等の流通に関する制度の整備
　事故米穀の不正規流通事案の発生を踏まえ、米穀の
横流れ防止等を目的として、「主要食糧の需給及び価
格の安定に関する法律の一部を改正する法律」（平成
21年法律第113号。以下「改正食糧法」という。）及び
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝
達に関する法律」（平成21年法律第26号。以下「米ト
レーサビリティ法」という。）が平成21年４月に公布
された。
　改正食糧法において、米穀の適正な流通を確保する
ためには、飼料用米や米粉用米等の用途が限定された
米穀が主食用等に横流れすることを防止することが必
要であることから、米穀の出荷販売事業者が遵守すべ
き事項（以下「遵守事項」という。）を規定し、生産
者等に対して、用途外への使用の禁止や、販売時の包
装等への用途の表示等が義務付けられた。（平成22年
４月施行）
　米トレーサビリティ法において、食品事故発生時
に、問題のあった米穀等の流通ルートを特定し、迅速
な製品回収等に資するため、米穀等の取引等の記録の
作成・保存の義務付け（平成22年10月施行）及び産地
情報の取引先や消費者への伝達の義務付け（平成23年
７月施行）が行われることとなった。
　これら改正食糧法、米トレーサビリティ法及び農産
物検査法（昭和26年法律144号）の三法一体で、米穀
等の流通の適正化を確保するための体制を整備した。

⑵　制度の推進
　地方農政事務所等では、遵守事項及び米トレーサビ
リティ法について、事業者及び消費者向けに、リーフ
レット等を配布し、全国各地で説明会等を開催するこ
とで、制度の普及啓発を行った。
　また、生産者等の事業者に対し、改正食糧法、米ト
レーサビリティ法及び農産物検査法に基づく義務の遵
守状況の確認のために立入検査等を実施した。

第６節	 麦類の需給及び価格の安
定を図るための措置

１ 輸入麦の政府売渡価格

⑴　輸入麦の政府売渡価格の算定方法
　輸入麦の政府売渡価格は、過去の一定期間における
買付価格の平均値に、年間固定の港湾諸経費及びマー
クアップ（国家貿易等の麦の制度運営及び国内産麦の
生産振興に必要な経費）を上乗せした価格で売り渡す
相場連動制となっている。その価格改定ルールは、
ア　年３回の価格改定（当面は年２回）、
イ　平均買付価格の算定期間は改定月の２か月前から
遡って６か月間
となっている。

 ⑵　平成22年度の政府売渡価格
　平成22年10月期の政府売渡価格は、価格改定ルー
ルに基づき、直近６か月間（平成22年３月～ 22年８
月）の平均買付価格をもとに算定し、主要５銘柄平均
で＋１％の引上げとなった。
　また、平成23年４月期の政府売渡価格は、直近６か
月間（平成22年９月～平成23年２月）の平均買付価格
をもとに算定し、主要５銘柄平均で＋18％の引上げと
なった（参考１）。

⑶　小麦粉価格への影響
　平成22年10月からの政府売渡価格改定を受けて、製
粉各社は23年１月以降の出荷分について▲10円～＋20
円の小麦粉価格の改定を実施した。また、平成23年４
月からの政府売渡価格の改定を受けて、製粉各社は６
月以降の出荷分について＋215円～＋330円の小麦粉価
格の改定を実施した。

⑷　麦関係収支の動向
　平成21年度の麦関係収支は、国際相場の下落によ
り、輸入麦の買入価格と政府売渡価格の差が大きかっ
たことから、1,090億円の売買差益となった。この売
買差益については、特別会計に関する法律（平成19年
法律第23号）第130条の規定に基づき、予算で定めた
775億円を国内産麦の生産振興費の財源として農業経
営安定勘定に繰り入れた。一方、平成21年産の国内産
麦の生産数量が不作により減少したことに伴い、生産
振興費の支出は予定より少ない813億円となった。
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２ 即時販売方式及び食糧麦備蓄対策事業の
導入

⑴　即時販売方式
　平成22年10月から輸入麦の売渡しについて、国が一
定期間備蓄した後に販売する方式に変更し、輸入した
麦を直ちに販売し、製粉企業等が一定期間備蓄する方
式（即時販売方式）を導入した（参考２）。

⑵　食糧麦備蓄対策事業
ア　即時販売方式の導入により、平成22年９月まで国
が保有していた1.8か月分の食糧用小麦の備蓄につ
いては、平成22年10月より、民間備蓄に移行し、製
粉企業等の保有している備蓄（0.5か月分）と一体
化した。
イ　国は、製粉企業等が2.3か月分の備蓄をした場合
に、これまで国が備蓄していた1.8か月分の保管経
費を助成する（参考３）。
ウ　不測の事態が生じた場合には、国は、製粉企業等
に対して備蓄する小麦の取崩し等の指示を行う。

３ 麦類の需給

⑴　麦の需給見通し（需給計画）
　麦の需給見通し（食糧用麦の需給計画）は、食糧法

に基づき、国内産麦では量的又は質的に満たせない需
要分について、外国産麦を国家貿易により計画的に輸
入することを基本として策定することとしている。　
　また、平成23年度の麦の需給見通しは、以下のとお
り策定し、23年３月に食料・農業・農村政策審議会総
合食料分科会食糧部会の審議を踏まえ、決定・公表し
たところである。
ア　総需要量
　23年度の総需要量は、過去５年（平成18年度から
平成22年度まで）の平均需要量である、小麦574万
t、大・はだか麦36万tと見込んだ。
イ　国内産麦流通量
　23年度の国内産麦流通量は、平成23年産麦の作付
予定面積に10a当たりの平均収量を乗じ、さらに食
糧用供給割合を乗じて得た平成22年産麦の供給量
に、過去の供給実績から見込まれる年度内供給比率
を乗じ、さらに平成22年産麦の在庫量を加え、小麦
66万t、大・はだか麦９万tと見込んだ。
ウ　外国産麦の需要量
　23年産の外国産麦の需要量は、総需要量から国内
産麦流通量を差し引き、小麦508万t、大麦27万tと
見込んだ。
エ　備蓄目標数量

20年
10月～

21年
4月～

21年
10月～

22年
4月～

22年
10月～

23年
４月～

5銘柄加重平均価格
（対前期比改定率）

76,030
（＋10%）

64,750
(▲14.8%)

49,820
（▲23%）

47,160
（▲5%）

47,860
（+1%）

56,710
（+18%）

（単位：円/トン）

平
成
22
年
10
月
以
前

現

行

○ 地方農政事務
所が、製粉企業
等に販売

販 売

○ 製粉企業等が
2.3か月分保管

○ 保管に要する
経費（1.8か月
分）を国が助成

保 管

○ 農林水産省本
省が、製粉企業
等に販売

販 売

輸
入
と
同
時
に

売
渡
し

○ 地方農政事務
所が民間の倉庫
業者に委託して
保管（1.8か月
分）

※この他に民間が0.5
か月分備蓄

保 管

○ 農林水産省本
省が、指名競争
入札により商社
に委託して、ア
メリカ、カナダ、
オーストラリア
から輸入

買 入

同 上

買 入

製
品
出
荷

製
品
出
荷

参考１　輸入麦の政府売渡価格

参考２　即時販売方式のスキーム
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製粉企業等

保管（サイロ）業者
（備蓄：需要の2.3か月分）

実
施
計
画
の
提
出
・
承
認

補
助
金
交
付
申
請
・
決
定

保
管
料
の
請
求
・
支
払
い

備
蓄
麦
保
管
契
約
締
結

在
庫
確
認
報
告

在
庫
確
認
料
の
支
払
い

保
管
料
（

1.8

か
月
分
）
の
支
払

検量機関

公正・中立の立場で在庫

数量の確認ができる者
在庫確認

農林水産省

　現在、不測の事態に備え、国全体で外国産食糧用
小麦の需要量の2.3か月分（政府が1.8か月分、民間
が0.5か月分）の備蓄を行っている。
　23年度の備蓄目標数量は、外国産食糧用小麦の需
要量の2.3か月分（97万t）を見込んだ。
　なお、民間が2.3 ヶ月を備蓄する場合、そのうち
1.8 ヶ月分については国が保管料を助成することと
した。
オ　外国産麦輸入量
　23年度の外国産食糧用小麦の輸入量は、外国産食
糧用小麦の需要量に備蓄数量の増加分を加えた511
万tと見込んだ。また、大･はだか麦については、外
国産食糧用大･はだか麦の需要量と同量の27万tと見
込んだ。

⑵　麦類需給実績
　22年度の食糧用麦類の需給実績は、次のとおりと
なった。
ア　輸入量
　外国産麦の輸入量は、小麦495万９千t、大・は
だか麦23万２千tとなり、当初計画に比べ、小麦は
６千t減少し、大・はだか麦は３万６千t減少した。
イ　需要量
ア　外国産小麦の需要量は主食用（製粉用）は569

万６千t（民間備蓄販売分を含む。）、固有用途用
（しょう油用等）は10万１千tとなり、当初計画
に比べ、主食用は10万５千t増加、固有用途用は
１万t減少し、合計で579万７千tとなった。
イ　外国産大・はだか麦の需要量は、主食用（精麦
用）は15万６千t、固有用途用（麦茶用、ビール
用）は７万６千tとなり、当初計画に比べ、主食
用は１万８千t減少、固有用途用は１万８千t減少
し、合計で23万２千tとなった。

ウ　期末在庫量
　政府の外国産小麦の期末在庫量は１千tとなった。

４　国内産麦の民間流通

⑴　平成22年産麦
　平成22年産麦の民間流通数量は、小麦53万２千t、
小粒大麦３万５千t、大粒大麦３万８千t、はだか麦
１万１千tとなっている。

⑵　平成23年産麦
ア　基本事項の決定等
　平成23年産麦の民間流通の仕組みについては、平
成22年10月29日に「第26回民間流通連絡協議会」が
開催され、協議・決定された。
　平成23年産については、外国産麦との価格のバラ

参考３　食糧麦備蓄対策事業の助成のスキーム
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ンスを取って円滑な取引を確保するため、値幅制限
を小麦については基準価格の±30％、大麦について
は±15％に拡大した。また、小麦について、輸入麦
の政府売渡価格の改定（４月、10月）に合わせて、
播種前の入札又は相対により決定した価格に輸入麦
の政府売渡価格の変動率を乗じて取引価格を改定す
ることとされた。
　また、平成23年産麦の播種前契約の基準となる販
売予定数量、購入希望数量は、平成22年11月29日に
開催された「第27回民間流通連絡協議会」において
提示された。（表10）

表10　平成23年産麦の販売予定数量及び購入希望数量
（単位：千t）

麦 種 販売予定数量 購入希望数量
小 麦 951 859
小 粒 大 麦 51 54
大 粒 大 麦 61 74
は だ か 麦 15 21

計 1078 1008

イ　平成23年産麦の入札の実施
　平成23年産麦の入札は、（社）全国米麦改良協会
を実施主体として、平成22年12月10日に第１回、12
月20日に第２回が実施された。
　入札の結果、平成22年産の価格が外国産麦の価格
を上回っていたことを背景に、すべての麦種で全銘
柄の落札加重平均価格が平成22年産から下落した。
（表11－１及び２）
　　

表11－１　平成23年産麦入札結果の概要

○　指標価格（全銘柄落札加重平均価格）
（単位：円/t（税込み））

麦 種 22年産 23年産 対前年産比（％）
小 麦 55,241 48,732 88.2
小 粒 大 麦 53,448 45,871 85.8
大 粒 大 麦 46,097 39,649 86.0
は だ か 麦 61,489 52,791 85.9

○　麦種別落札率
（単位：t）

小　　麦 小粒大麦 大粒大麦 はだか麦
上場数量 251,370 13,300 9,290 3,260
落札数量 247,770 13,170 7,990 3,090
落 札 率 98.6％ 99.0％ 86.0％ 94.8％

表11－２　平成23年産麦入札の指標価格の動向
（単位：銘柄数）

麦　種
基 準 価 格 対 比

計
上回る 同価格 下回る

小　　麦 3 0 23 26
小粒大麦 0 0 12 12
大粒大麦 0 0 8 8
はだか麦 0 0 5 5

５　政府所有麦の販売実績

⑴　外国産小麦（製粉用）の販売実績
　製粉用の販売量は民間備蓄分の販売を行ったこと等
から、569万６千tと前年度に比べ、95万７千tの増加
となった。
　種類別の内訳（シェア）は、ソフト系（薄力系）
203万４千t（内SBS ２千t）（35.7％）、セミハード系
（準強力系）91万１千t（16.0％）、ハード系（強力系）
275万１千t（内SBS32万１千t）（48.3％）となった。
　また、産地国別の内訳（シェア）は、アメリカ産
334万７千t（58.8％）（WW90万２千t、SH91万１千
t、DNS153万４千t）、カナダ産108万６千t（19.1％）
（CW89万６千t、DRM19万t（内SBS19万t））、オース
トラリア産125万８千t（22.1％）（ASW113万t、PH12
万８千t（内SBS12万８千t））、その他５千t（0.1％）（内
SBS ５千t）となった。

⑵　外国産小麦（固有用途用）の販売実績
　固有用途用の販売量は、しょうゆ用等として10
万１千tと前年度に比べ５千tの増加となった。

⑶　外国産大・はだか麦の販売実績
　精麦用の販売量は、15万６千t（内SBS15万６千t）
と前年度に比べ６千tの減少となった。
　固有用途用の販売量は、麦茶、ビール用等として
７万６千t（内SBS ７万６千t）と前年度に比べ１万t
の増加となった。

第７節　倉庫の概況と保管

１　農林水産省寄託倉庫の概況

⑴　標準収容力と在庫数量
　平成22年４月１日現在の政府倉庫及び農林水産省
寄託倉庫の標準収容力は、政府倉庫14万２千t、営業
倉庫392万５千t、農業倉庫69万９千t、集荷商人倉庫
0.5万t、民間サイロ396万１千t、合計873万２千tとな
り、前年同期に比べて36万２千tの減少となっている。
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　また、経営主体数は営業倉庫（民間サイロを含む）
516、農業倉庫92、集荷商人倉庫１、合計609であり、
前年同期に比べて55減少している。
　一方、政府所有食糧等の在庫数量は、22年３月末現
在で176万t（うち、国内米95万t）となっている。
最近３ヵ年の政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の標準
収容力及び在庫数量の推移は表12のとおりである。

表12　政府倉庫及び農林水産省寄託倉庫の収容力及び
在庫数量

（単位：千t）
  年　度  標準収容力
  20  9,783
  21  9,094
  22  8,732
　注：標準収容力は各年度４月１日現在である。

⑵　低温倉庫の概況
　22年４月１日現在における政府倉庫及び農林水産省
寄託倉庫のうち、低温倉庫の標準収容力は464万６千t
であり、前年に比べ34万８千t減少している。
　最近３ヵ年の低温倉庫の標準収容力は表13のとお
りである。

表13　低温倉庫の標準収容力
（単位：千t）

  年　度  標準収容力
  20  5,611
  21  4,994
  22  4,646
　注：標準収容力は各年度４月１日現在である。

２　保管料支払実績

　22年度政府所有食糧等の保管料支払額は184億円で
あり、前年度に比べ21億円減少している。

表14　22会計年度保管料支払額
（単位：百万円）

種　類  営業倉庫  農業倉庫  計　 対前年増減
国内米  8,171  849  9,020  1,883
外　米  6,309  －  6,309  △1,061
外　麦  2,854  －  2,854  △2,942
輸入飼料  117  －  177  △149
　計  17,451  849  18,360  △2,209
対前年増減  △1,582  △687  △2,209
　注：この他、平成22年10月から実施している食糧麦備蓄
　　　対策事業において、1,717百万円の支払がある。

第８節	食糧の輸入及び国際関係

１　概　　　況

 ⑴　米　　　穀
　米については、ウルグアイ・ラウンド農業合意に基
づき、基準期間（昭和61年～ 63年）の国内消費の一
定割合に該当する外国産米をミニマム・アクセス米と
して輸入を行っている。平成11年４月には、輸入数量
制限措置から関税措置へ切り換えた。
　なお、ミニマム・アクセス数量は、12年度以降、77
万玄米tとなっている。

⑵　麦　　　類　
　小麦及び大麦については、ウルグアイ・ラウンド
農業合意により、それまでの輸入割当制度（IQ）か
ら、平成７年に関税措置へ切換えた。
　外国産麦については、国内産麦で不足するもの及び
品質的に国内産麦が使用できないものについて輸入す
ることを原則としている。
　なお、カレント・アクセス数量は12年度以降、小麦
574万t、大麦136万９千tとなっている。

２　米穀の輸入状況と海外の動向

⑴　輸入状況
　平成22年における米穀の輸入数量（通関統計ベース
（暦年））は66万４千tであった。国別内訳は、アメリ
カ31万６千t、タイ29万５千t、中国５万２千t、その
他0.4千tとなっている。

⑵　米穀の国際需給と価格動向
ア　国際需給
　2010/11年度の生産量は、インド、バングラディ
シュ、ベトナム等で増加する見込みであり、世界全
体は、前年度より増加（2.2%）し、450.4百万tとな
る見込みである。
　貿易量は、インド、タイ、ベトナム等で増加が見
込まれるため、世界全体は前年度より増加し、34.8
百万tとなる見込みである。
イ　価格動向
　米の国際取引の指標価格となるタイ国家貿易委員
会公表価格のタイ国産うるち精米長粒種（100％２
等相当）のFOB価格（輸出価格）は、近年300ドル
／ t前後で推移してきたが、2007年秋以降、インド
等の輸出規制を契機として世界的なコメ需給の逼迫
感が強まった結果、2008年５月には過去最高となる
1,038ドル／ tを記録した。その後は下落に転じたも
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のの、底堅く、2011年３月末には515ドル／ tとなっ
ている。

３　麦類の輸入状況と海外の動向

⑴　輸入状況
ア　小麦
　平成22年における小麦の輸入量（通関統計ベー
ス）は、547万６千tで、このうち食糧用の輸入量
は534万１千t、飼料用は13万５千tであった。国別
で見ると、アメリカ330万５千t、カナダ101万８千
t、オーストラリア109万３千t、その他５万９千tと
なっている。
イ　大麦
　平成22年における大麦の輸入量（通関統計ベー
ス）は、141万８千tで、このうち食糧用は23万５千
t、飼料用は118万３千tであった。
　国別で見ると、オーストラリア108万５千t、
カナダ21万１千t、ウクライナ７万１千t、その他
５万２千tとなっている。

⑵　麦類の国際需給と価格動向
ア　小麦
ア　国際需給
　2010/11年産の生産量は、オーストラリア、ア
ルゼンチン等で増加するものの、干ばつ等の影響
により、ロシア、ウクライナ、カザフスタン等で
大きく減少するため、世界全体では前年度より減
少（▲4.9％）し、651.7百万tとなる見込みである。
　輸出量は、前述のロシア等の生産量減少に伴
い、世界全体でも前年度より減少（▲1.5％）し、
132.3百万tとなる見込みである。
イ　価格動向（すべて１ブッシェルあたり単価）
　小麦の国際価格（シカゴ相場）については、
2007年以降、期末在庫量の低下やオーストラリア
の２年連続の干ばつ、輸出国による輸出規制等の
要因により上昇を続け、2008年３月には11ドル台
に達した。その後、世界的な小麦の豊作及び景気
の悪化などの影響で値下がりし、2009年は４ドル
～５ドル台で推移していたが、2010年に、ロシア
やウクライナ等の黒海沿岸地域における記録的な
干ばつと、それに伴うロシアの穀物輸出禁止措置
等により急騰し、８月には一時８ドル台を記録し
た。2011年は、とうもろこしの需給が厳しい影響
による価格の上昇と、世界経済の減速懸念及びア
メリカの期末在庫量の緩和見込みによる価格の下
落を繰り返し、７ドル前後で推移している。

イ　大麦

　2010/11年度の生産量は、干ばつ等の影響による
ロシア等生産量減少に加え、カナダ、EU27等でも
減少するため、世界全体では前年度より大幅に減少
（▲18.3％）し、123.2百万tとなる見込みである。
　輸出量は、生産量の減少に伴い、世界全体では前
年度より大幅に減少（▲12.0％）し、15.2百万tとな
る見込みである。

４　政府米を利用した食糧援助　

　政府米を利用した食糧援助については、被援助国等
からの要請を踏まえ、WTO協定等国際ルールとの整
合性、財政負担等に留意し、適切に実施することとし
ている。
　平成21年度においては、アフリカ、アジアを中心と
し、KR食糧援助として、25 ヵ国等に対し約19.6万t、
WFP通常拠出分として約0.2万tの食糧援助を行った。

第９節　食料安定供給特別会計

１　食料安定供給特別会計の概要

　食料安定供給特別会計は、平成19年産から導入した
水田・畑作経営所得安定対策を軸とした食料安定供給
施策を一体的に推進するため、①米・麦の買入れ、売
渡し等の経理を行う食糧管理特別会計と、②農地の担
い手への利用集積等に必要な資金の貸付け等の経理を
行う農業経営基盤強化措置特別会計を統合し、農業経
営基盤強化事業、農業経営安定事業、食糧の需給及び
価格の安定のために行う事業に係る経理を行うため、
平成19年４月に「特別会計に関する法律」（平成19年
法律第23号）に基づき設置された。
　また、土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づ
く国営土地改良事業等に関する経理を行うために設け
られた国営土地改良事業特別会計が平成20年度より一
般会計に統合されたことに伴い、平成10年度以前に事
業費の一部について借入金をもって財源とすることで
新規着工した事業のうち、平成19年度末までに工事が
完了しなかった事業（未完了借入事業）について、当
該事業が完了する年度までの経過措置として国営土地
改良事業勘定が設置された。

２　平成22年度予算の概要

⑴　各勘定の概要
①　農業経営基盤強化勘定
　農業経営基盤強化勘定においては、「農地法」等
の規定に基づく農地等利用調整のため政府が行う農
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地等の買収、売渡し等及び農地保有合理化事業等並
びに「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」に規定する就農支援資金の貸付
けに必要な経費を計上している。
②　農業経営安定勘定
　農業経営安定勘定においては、「農業の担い手に
対する経営安定のための交付金の交付に関する法
律」の規定に基づく交付金の交付のために必要な経
費を計上している。
③　米管理勘定
　米管理勘定においては、国内米の備蓄に伴う買入
れ及び売渡し、輸入米の買入れ及び売渡し等に必要
な経費を計上している。
　国内米については買入数量49万t、売却数量41万
t、輸入米については買入数量77万t、売却数量104
万tを見込み、政府買入及び売渡価格は、最近の価
格動向等を勘案して算定した価格で計上している。
④　麦管理勘定
　麦管理勘定においては、輸入小麦等の買入れ及び
売渡し等に必要な経費を計上している。輸入小麦等
については買入数量523万t、売却数量597万tを見込
んでいる。買入価格は最近の価格動向等を勘案して
算定した価格、売渡価格は平成22年４月１日以降に
適用される価格等で計上している。輸入飼料につい
ては小麦20万t、大麦141万tの売却及びこれに必要
な買入れを予定している。さらに、農業経営安定事
業に要する経費の財源に充てるため農業経営安定勘
定への繰入に必要な経費を計上している。
⑤　業務勘定
　業務勘定においては、農業経営基盤強化勘定、農
業経営安定勘定、食糧管理勘定（米管理勘定及び麦
管理勘定）における事務取扱い等に必要な経費を計
上している。
⑥　調整勘定
　調整勘定においては、歳入として、農業経営安
定勘定、食糧管理勘定における所要の経費の財源
に充てるため当初予算において、一般会計から
138,901,458千円を受入れるほか、主要食糧等の買入
代金の財源に充てるため食糧証券収入711,790,000千
円を計上しており、歳出として農業経営基盤強化勘
定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定への繰入れに
必要な経費等を計上している。
⑦　国営土地改良事業勘定
　国営土地改良事業の負担金の徴収の確保等のた
め、各工事別に区分して未完了借入事業の工事等に
係る経理を取り扱い、その経理については、事業費

のうち国及び受益者が負担する部分は一般会計から
の繰入金等を充てており、道県が負担する部分は借
入金を充てている。

⑵　各種助成等事業
ア）農地保有合理化事業等
○農地保有合理化促進対策費補助金

（予算額：5,628,383千円）
　都道府県が農地合理化法人の指導に要する経費、農
地保有合理化事業等を行う農地保有合理化法人等の当
該事業に要する経費及び社団法人全国農地保有合理化
協会が行う農地保有合理化事業の推進を行うのに要す
る経費等を計上している。
イ）就農支援資金制度
○就農支援資金貸付金

（予算額：914,615千円）
　都道府県青年農業者等育成センター、農業協同組合
等が行う就農支援資金の貸付けの原資に充てるため、
都道府県が貸し付ける資金の一部貸付けを行うことと
している。
ウ）経営安定対策
○農業経営安定事業生産条件不利補正対策交付金

（予算額：154,906,202千円）
　農業の担い手の経営安定を図るため、諸外国との生
産条件の格差から生じる不利を補正する対策として、
過去の生産実績に基づく支払及び毎年の生産量・品質
に基づく支払を実施することとしている。
○農業経営安定事業収入減少影響緩和対策交付金

（予算額：76,403,684千円）
　農業の担い手の経営安定を図るため、収入減少によ
る農業経営への影響を緩和する対策として、米、麦、
大豆等の販売収入の合計額が、標準的収入額より下
がった場合に、その差額の９割を補てんすることとし
ている。
エ）安定供給確保対策
○米穀安定供給円滑化補助金

（予算額：43,937千円）
　米の安定供給の確保を支援することを目的として設
立された米穀安定供給確保支援機構の運営が円滑に行
えるよう事業実施に必要な経費について助成すること
としている。

⑶　損益及び一般会計からの繰入れ
　平成22年度の食糧管理勘定及び業務勘定の損益は、
水田・畑作経営所得安定対策の推進を図ること、歳出
経費の徹底した見直しを図ること等を基本とした結
果、1,711億円の損失（前年度予算比108億円の減少）
が見込まれている。（勘定別の損失の内訳は、米管理
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勘定1,379億円、麦管理勘定329億円、業務勘定３億円）
　この損失については、前年度から繰越された調整資
金1,051億円のうちの956億円と一般会計からの調整資
金繰入755億円を充てることとしている。
　この結果、22年度末の調整資金は95億円となる予定
である。

３　平成22年度決算の概要

⑴　農業経営基盤強化事業
　農業経営基盤強化勘定においては、農地等利用調整
に必要な経費として15億円、農地保有合理化促進に必
要な経費として26億円、就農支援資金貸付けに必要な
経費として８億円を支出している。

⑵　農業経営安定事業
　農業経営安定勘定においては、農業経営安定事業に
必要な経費として1,427億円を支出している。

⑶　米の管理
　米管理勘定においては、国内米の売買（４玄米万t
買入、４玄米万t売却）及び輸入米の売買（63実（71
玄米）万t買入、71実（79玄米）万t売却）に伴い発生
した損失に、管理に要する所要額を加え、1,094億円
の損失となった。

⑷　麦の管理
　麦管理勘定においては、食糧麦の売買（食糧麦519
万t（大麦23万t、小麦496万t）の買入、603万t（大
麦23万t、小麦580万t）の売却）及び輸入飼料の売買
（121万t（大麦110万t、小麦11万t）の買入、121万t（大
麦110万t、小麦11万t）の売却）に伴い発生した利益
から、管理に要する所要額を差し引き、50億円の利益
となった。

⑸　決算損益の整理
　平成22年度における米管理勘定、麦管理勘定及び業
務勘定の損失額は、1,054億円（米損失1,094億円、麦
利益50億円、業務損失11億円）となったことから、こ
れを調整勘定に移し、前年度からの繰越額1,420億円
と当年度の一般会計からの受入額755億円からなる調
整資金（計2,175億円）を取り崩し整理した。

　　調整資金　　　　　　　　　　　　　 （単位：億円）
  前年度  本年度  本年度  残高
  繰　越  受　入  損　失
  1,420  755  △1,054  1,120

⑹　国営土地改良事業
　国営土地改良事業勘定においては、土地改良事業に
必要な経費として446億円、土地改良事業工事諸費に
必要な経費として65億円、受託工事等に必要な経費と

して12億円支出している。

表15　平成22年度食料安定供給特別会計歳入歳出総括表
（単位：億円）

＜歳　　　入＞
　　　項　　目  決算額
　農地等利用調整収入  9
　償還金収入  237
　独立行政法人納付金  237
　食　糧　売　払　代  3,441
　納　付　金　収　入  4
　土地改良事業費負担金等収入  221
　借入金  68
　受託工事費等受入  13
　一般会計より受入  1,756
　雑　　収　　入  163
　食糧証券収入  3,310
　積立金より受入  153
　前年度剰余金受入  1,164
　純　　計　　額  10,777
　他勘定より受入  9,862
　　（歳入合計）  20,639

＜歳　　　出＞ 
　　　項　　目  決算額
　農業経営基盤強化事業費  50
　農業経営安定事業費  1,427
　食　糧　買　入　費  2,749
　管　　理　　費  252
　事　　務　　費  92
　政府倉庫運営費  1
　国債整理基金特別会計へ繰入  3,527
　土地改良事業費  276
　北海道土地改良事業費  112
　離島土地改良事業費  59
　土地改良事業工事諸費  65
　受託工事費及換地清算金  12
　一般会計へ繰入  311
　予　　備　　費  －
　純　　計　　額  8,933
　他勘定へ繰入  9,862
　　（歳出合計）  18,795
（注）単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

第10節　農産物検査制度

１　概　　　況

　農産物検査は、農産物の公正かつ円滑な取引とその
品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農
産物消費の合理化とに寄与することを目的とした農産
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物検査法（昭和26年法律第144号）に基づいて行われ
ている。
　従来（平成12年度まで）は、食糧事務所（農産物検
査官）が一元的に農産物検査を実施してきた（いわゆ
る国営検査）が、平成11年４月27日に閣議決定され
た「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本計
画」を受け、農産物検査の実施主体を、国から農林水
産大臣の登録を受けた民間の検査機関（以下「登録
検査機関」という。）に変更することを主な内容とし
て、平成12年の通常国会において同法を改正し、国
は、検査規格、検査方法の設定等の基本ルールの策定
や登録検査機関の指導・監督等の役割を果たすことと
なったところである。
　この改正により、平成13年４月から５年間で農産物
検査の実施主体を民営化することとなり、国は、平成
18年３月31日までの移行期間中は、国を登録検査機関
とみなして農産物検査を行うことができることとされ
た。
　また、法に規定されている米麦以外の検査対象品目
について検証を行い、国の統一的規格に基づく農産物
検査が求められなくなっている品目については、検査
対象から除外することとし、農産物検査の対象品目を
20品目から10品目に整理し、平成７年度から導入され
た米麦の成分検査は、品位等検査の受検の有無に関わ
らず単独で受検できる等、制度が変更された。
　国は、農産物検査の民営化が開始された平成13年度
以降、登録検査機関に対する監査、検査現場における
巡回点検等の登録検査機関に対する指導監督を行うと
ともに、民間における検査体制を確立し、民営化を円
滑に進めるため、平成12年度から各食糧事務所におい
て、農産物検査員を育成するための研修を実施し、平
成18年４月から完全民営化し、検査は全て登録検査機
関により実施されているところである。

⑴　登録検査機関の登録状況
　登録検査機関の登録状況は、平成22年度末現在で、
登録検査機関は国内産農産物で1,479機関、外国産農
産物で５機関、成分検査で13機関が登録され、国内産
農産物で15,163人の農産物検査員が登録されていると
ころである。

⑵　登録検査機関による検査
　農産物検査については、生産者、流通業者等の関係
者から検査の信頼性確保、公正かつ的確な検査の実施
及び適切な検査証明が強く求められていることから、
登録検査機関においては、登録検査機関としての検査
体制の確立、農産物検査員の資質の向上が強く求めら
れている。

　このため、国は、登録検査機関の適正な業務運営の
確保、農産物検査員の検査技術の向上等を図る観点か
ら、以下のとおり各地方農政局・地方農政事務所にお
いて、登録検査機関に対する指導・監督を実施した。
ア　適正な業務運営の確保
　登録検査機関の適正な農産物検査業務の実施を確
認するため、管轄する区域の登録検査機関の品位等
検査を行う検査場所に巡回点検を実施した。
　また、登録検査機関の主たる事務所及び従たる事
務所に対する監査を実施した。
イ　検査技術向上のための現地指導
　登録検査機関の協力要請により、農産物検査員の
検査技術の向上、鑑定精度の程度統一を図るため
に、所要の助言、指導を行った。
ウ　鑑定精度の程度統一
　登録検査機関の農産物検査員の鑑定精度を統一す
るため、研修会・鑑定会を実施するとともに、検査
の開始時期に品質程度統一会を開催し、当年産米の
品質状況を勘案した試料により、程度統一（目合わ
せ）を行った。
エ　農産物検査員の技能確認
　登録検査機関の農産物検査員の技能を定期的に確
認するため、技能確認会を実施し、試料の鑑定を行
い、技能確認を行うとともに、技能向上のための指
導を行った。

２　国内産農産物の検査

　産地品種銘柄に係る農産物検査は、出回りが少量の
品種についても設定できる仕組みの構築、農産物検査
員の負担の軽減等の要望を踏まえ平成21年産より産地
品種銘柄を必須銘柄（すべての登録検査機関が検査義
務を負う銘柄）と選択銘柄（登録検査機関が検査を行
う銘柄を選択する銘柄）に区分する産地品種銘柄の選
択制を導入した。

⑴　米　の　検　査
ア　検査の実績
　22年産米の平成23年３月末日現在の種類別検査実
績は、表16のとおりであり、水稲うるち玄米の地
域別の検査実績は表17のとおりである。
　水稲うるち玄米の検査数量は450万５千tで、21年
産に比べて５万９千t（21年産同期444万６千t）増
加した。
イ　品質概況
　22年産水稲うるち玄米の１等比率は61.4％（21年
産同期85.0％。以下同じ。）となった。２等以下の
主な格付け理由は心白・腹白と充実度不足によるも
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のである。
　地域別の品質概況は、次のとおりである。
ア　北海道の１等比率は88.2％（85.9％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心
白・腹白によるものである。
イ　東北の１等比率は74.7％（93.7％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心
白・腹白によるものである。
ウ　関東の１等比率は74.8％（92.6％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及びカメ

ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。
エ　北陸の１等比率は43.5％（88.8％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び整粒
不足によるものである。
オ　東海の１等比率は24.1％（65.8％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び充実
度不足によるものである。
カ　近畿の１等比率は36.3％（74.1％）となった。
２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び整粒

種 類 検査数量 等級比率（％）

（ｔ）

特上 特等 １等（合格） ２等 ３等（等外） 規格外

合 計 4,778,411 0.0 0.1 55.7 36.1 5.4 2.7

水稲うるち 4,505,089 - - 61.4 33.0 3.2 2.3

玄 米 水稲もち 208,923 - - 45.9 43.4 7.3 3.4

醸造用 63,942 0.3 8.7 60.2 22.0 6.6 2.2

陸稲うるち - - - - - - -

陸稲もち 457 - - 2.8 64.7 26.2 6.3

合 計 45,901 - - 99.8 - - 0.2

も み 普通 6,671 - - 98.5 - - 1.5

種子 39,230 - - 100.0 - - -

精 米 合 計 - - - - - - -

（注）１ もみの等級比率は、合格の比率である。

２ ラウンドの関係で種類別検査数量及び等級比率の計が合計あるいは100とならないことがある｡

表16　平成22年産米種類別検査実績（平成23年３月末日現在）

地 域 検査数量 等級比率（％）

(t)

１等 ２等 ３等 規格外

北海道 471,661 88.2 4.3 0.6 6.9

東北 1,477,377 74.7 23.3 1.4 0.7

関東 751,836 74.8 17.5 3.9 3.8

北陸 716,742 43.5 53.8 1.9 0.8

東海 159,294 24.1 66.9 7.5 1.4

近畿 191,605 36.3 51.1 9.7 2.9

中国四国 364,574 36.6 53.4 7.6 2.4

九州 369,968 35.6 56.1 5.8 2.5

沖縄 2,032 44.0 27.3 21.9 6.8

合 計 4,505,089 61.4 33.0 3.2 2.3

（注）ラウンドの関係で地域別検査数量及び等級比率の計が合計あるいは100とならないことがある。

表17　平成22年産水稲うるち玄米地域別検査実績（平成23年３月末日現在）
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不足によるものである。
キ　中国四国の１等比率は36.6％（65.8％）となっ
た。２等以下の主な格付理由は、心白・腹白及び
充実度不足によるものである。
ク　九州の１等比率は35.6％（59.2％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及び心
白・腹白によるものである。
ケ　沖縄の１等比率は44.0％（27.4％）となった。
２等以下の主な格付理由は、充実度不足及びカメ
ムシ類等による着色粒の混入過多によるものであ
る。

ウ　産地品種銘柄の概況

　22年産水稲うるち玄米の品種別検査実績は、表
18のとおりである。
　22年産水稲うるち玄米の産地品種銘柄は、46道府
県、必須銘柄281銘柄、選択銘柄356銘柄である。
　品種別に見ると、最も多いコシヒカリが、153
万１千t（21年産同期157万t）で34％を占めており、
２位はひとめぼれ、３位はあきたこまちとなった。
　以下、ヒノヒカリ、ななつぼし、はえぬき、きら
ら397の順に検査数量が多く、上位10品種の検査数
量は、産地品種銘柄全体の78％（21年産同期79％）
となった。

表18　平成22年産水稲うるち玄米品種別検査数量（平成23年３月末日現在）

順位 品 種 検査数量 割合

（ｔ） （％）

1 コシヒカリ 1,530,738 34.0

2 ひとめぼれ 518,361 11.5

3 あきたこまち 441,674 9.8

4 ヒノヒカリ 247,491 5.5

5 ななつぼし 176,748 3.9

6 はえぬき 174,499 3.9

7 きらら３９７ 147,787 3.3

8 まっしぐら 101,229 2.2

9 つがるロマン 86,464 1.9

10 こしいぶき 80,353 1.8

上位10品種の合計 3,505,344 77.8

水稲うるち玄米総合計 4,505,089

（注）ラウンドの関係で品種別検査数量及び割合の計が合計とならないことがある。

⑵　麦の検査
ア　検査実績
　22年産麦の検査実績は、表19のとおりである。
　検査数量の合計は、85万２千tで、21年産（99
万４千t）と比較すると14万２千t減少した。
イ　品質概況
ア　普通小麦
　１等比率は55.4％（21年産63.0％。以下同じ）
となった。２等以下の主な格付け理由は、形質と
整粒不足によるものである。
イ　普通小粒大麦
　１等比率は62.0％（71.4％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、整粒不足と形質によるも

のである。
ウ　普通大粒大麦
　１等比率は59.2％（77.9％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも
のである。
エ　普通はだか麦
　１等比率は56.6％（91.0％）となった。２等以
下の主な格付け理由は、形質と整粒不足によるも
のである。
オ　ビール大麦
　上位等級比率（１等＋２等）は89.7％（95.4％）
となった。等外上の主な格付け理由は、形質によ
るものである。
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表19　平成22年産麦類検査成績（最終）

⑶　その他の農産物の検査
ア　検査実績
　農産物検査法施行令（平成７年政令第357号）に
定められた米麦以外の農産物の22年産検査結果は次
のとおりである。

　　〔品　　目〕　　　〔検査実施地域〕　　　 〔検査数量t〕
　大　　　　　豆  （北海道ほか１府41県）  189,815
　一　般　小　豆  （北海道）  32,698
　普通いんげん　 （北海道）  3,746
　普　通　そ　ば  （北海道ほか15県）  5,460
　かんしょでん粉  （鹿児島県）  36,484

イ　品質概況
ア　普通大豆の１等比率は30.3％となった。
イ　一般小豆の１等比率は0.0％となった。
ウ　普通いんげんの１等比率は0.3％なった。
エ　普通そばの１等比率は0.1％となった。
オ　かんしょでん粉は全量１等となった。

３　外国産農産物の検査

　21年度における外国産農産物の検査数量は次のとお
りである。

⑴　米　　穀
（単位：t、％）

　産　地　　玄　米　精　米　 砕精米　　計 　国別比率
アメリカ  144  313,226  12,705  326,075  （49.8）
タ　　イ  －  220,533  20,528  241,061  （36.8）
中　　国  9,321  76,668  1,240  87,229  （13.3）
パキスタン  －  499  －  499  （0.1）
インド  －  216  －  216  （0.0）
イタリア  －  68  －  68  （0.0）
　計  9,466  611,210  34,473  655,149  （100.0）
形態別比率  （1.4）  （93.3）  （5.3）  （100.0）
（注）形態とは玄米・精米・砕精米の輸入形態のことであ

る。ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合が
ある。

⑵　小　　 麦
（単位：t、％）

　産　地　　　　食糧用　　飼料用　　　計　　国別比率
アメリカ  2,998  8  3,005  （60.5）
オーストラリア  965  45  1,010  （20.3）
カナダ  874  8  882  （17.7）
ウクライナ  0  38  38  （0.8）
ロシア  0  31  31  （0.6）
フランス  3  0  3  （0.1）
　計  4,840  129  4,968  （100.0）
用途別比率  （97.4）  （2.6）  （100.0）
（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

⑶　大麦・はだか麦
（単位：t、％）

　産　地　　　　食糧用　　飼料用　　　計　　国別比率
アメリカ  2  38  40  （2.7）
カナダ  50  211  261  （17.9）
フランス  4  －  4  （0.3）
ウクライナ  －  159  159  （10.9）
ロシア  －  58  58  （4.0）
ドイツ  1  0  1  （0.1）
オーストラリア  171  755  926  （63.5）
アルゼンチン  －  8  8  （0.6）
　計  228  1,229  1,458  （100.0）
用途別比率  （15.7）  （84.3）  （100.0）
（注）ラウンドの関係で内訳と計が一致しない場合がある。

４　成分検査

　成分検査（任意検査）は、理化学分析により米穀の
食味や小麦の加工適性に関連する成分の数値証明を行
うものであり、平成８年４月から米穀及び小麦につい
て実施している。成分検査の対象項目は、米穀につい
ては、たんぱく質及びアミロース、小麦については、
たんぱく質及びでん粉となっている。
　平成13年４月から農産物検査業務が民営化されたこ

種 類 検査数量 等 級 比 率 （％）

(ｔ)

１ 等 ２ 等 等 外 上 規 格 外

普通小麦 685,140 55.4 24.3 - 20.3

普通小粒大麦 43,376 62.0 18.9 - 19.2

普通大粒大麦 58,622 59.2 7.3 - 33.5

普通はだか麦 11,550 56.6 37.5 - 5.9

ビール大麦 48,722 0.0 89.7 10.2 -

種子用麦 4,981 100.0 （合格） - - -

合 計 852,391

（注）ラウンドの関係で種類別検査数量及び等級比率の計が合計あるいは100 とならないことがある｡
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とに伴い、成分検査業務を行う検査機関として登録を
行った民間の検査機関において検査を実施している。
　平成22年度の成分検査の実施件数は、国内産米穀に
ついては４件、国内産小麦については46件、外国産小
麦については1,060件となった。

第11節　米麦加工品

１　米加工食品

⑴　米菓（あられ・せんべい）
ア　企業構造
　平成21年12月末日現在における米菓製造業の工場
数は529工場であり、ほとんどが中小企業である。
イ　生産状況
　22年の米菓の生産数量は22.3万tで前年比2.3％増
である。
ウ　輸出入
　22年の米菓輸出数量は、3.6千tで前年比3.4％増、
金額では、32億円で前年比7.4％増となっており、
主要輸出先はアメリカ、台湾、香港である。
　一方、輸入数量は11.8千tで前年比10.1％増、金額
では、35億円で前年比6.1％増となっており、主要
輸入先は中国、タイ、台湾である。

⑵　加工米飯
ア　企業構造
　平成21年12月末現在における加工米飯製造業の工
場数は81工場であり、ほとんどが中小企業である。
イ　生産状況
　22年における加工米飯の生産量は22.8万tで、前
年比1.0％増となっている。
　これを種類別にみると、レトルト米飯１万９千t
（前年比5.9％減）、無菌包装米飯９万９千t（同1.5％
増）、冷凍米飯10万１千t（同1.8％増）、チルド米飯
３千t（同9.2％増）、缶詰米飯１千t（同8.2％減）、
乾燥米飯４千t（同1.9％増）となっている。

２　麦加工食品

⑴　小 麦 粉
ア　企業構造
　小麦粉製造業の企業数は、平成22年３月末現在
で、96企業（119工場）であり、これらの日産設備
能力は、２万９千tとなっている。このうち大企業
（４社）が生産シェアの73.6％を占めている。中小
企業のうち33％が日産設備能力50t未満の零細企業
である。

イ　生産状況
　21年度の小麦粉の生産量は482万tで前年比1.9％
増となった。用途別にみると、パン用粉は39.8％、
めん用粉は34.3％、菓子用粉は11.7％となってお
り、これら３用途で生産量全体の85.8％を占めてい
る。
ウ　小麦粉輸出量
　22年の小麦粉輸出量は19万６千tで前年比5.8％
増、金額は58億円で前年比7.6％増となっており、
主要輸出先は香港、シンガポール、ベトナムであっ
た。
エ　小麦粉調製品輸入量
　小麦粉調製品の輸入量は10万７千tで前年比4.0％
増、金額は143億円で前年比3.4％増となっており、
主要輸入先は韓国、シンガポール、中国であった。

⑵　精　　麦
ア　企業構造
　精麦業の企業数は、平成22年３月末現在で、65企
業（65工場）で、すべて中小企業である。
イ　生産状況
　21年度の精麦の生産量は14万１千tで前年比
19.1％減となっている。種類別生産比率は、普通
精麦は96.4％（押麦は8.2％、切断圧べんは0.7％、
切断無圧べんは1.1％、精白麦は88.8％、その他は
1.3％）、ビタミン強化精麦は3.6％となっている。

⑶　麦　　茶
ア　企業構造
　麦茶製造業の企業数は、平成22年３月現在で、72
企業（79工場）であり、すべて中小企業である。
イ　生産状況
　21年度の麦茶の生産量は４万６千tで前年比6.3％
減となっている。
ウ　輸入状況
　22年の麦茶輸入量は２千８百tで前年比2.8％減、
金額は５億１千万円で前年比7.0％減となってお
り、主要輸入先は中国であった。

⑷　め ん 類
（生めん類、乾めん類、即席めん類、マカロニ・スパ
ゲッティ類）
ア　生産状況
　平成22年のめん類の生産量は124万６千t（小麦粉
換算）で、前年より約１万９千t減で前年比1.5％減
となっている。
　種類別にみると、生めん類は55万５千tで前年比
2.7％減、乾めん類は20万３千tで前年比4.9％増、即
席めん類は33万２千tで前年比4.2％減、マカロニ・
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スパゲッティ類は15万６千tで前年比0.0％である。
イ　輸出入
　平成22年のめん類の輸出量は１万９千tで前年比
0.0％、金額は62億円で前年比0.0％となっている。
これを種類別にみると、乾めん類は１万２千５百
tで金額32億円、即席めん類は６千tで金額28億
円、マカロニ・スパゲッティ類は８百tで金額
１億４千万円である。
　一方、輸入量は13万tで前年比4.7％増、金額は
168億円で前年比9.6％減となっている。これを種類
別にみると、乾めん類は５百tで前年比29.7％減、
即席めん類は９千tで前年比23.3％増、マカロニ・
スパゲッティ類は12万７百tで前年比3.5％増である。

⑸　パ ン 類
ア　生産状況
　平成22年のパン類の生産量は120万５千t（小麦粉
換算）で前年比2.2％増となっている。
　これを種類別にみると、食パンは57万６千tで前
年比0.5％増、菓子パンは37万５千tで前年比5.2％
増、その他パンは22万４千tで前年比2.2％増、学給
パンは３万tで前年比1.5％増である。
イ　輸入状況
　平成22年のパン類の輸入量は６千５百tで前年比
15.0％増、金額は19億円で前年比9.4％増となってお
り、主要輸入先はフランス、デンマーク、米国等で
あった。

⑹　ビスケット類
ア　生産状況
　平成22年のビスケット類の生産量は24万９千製品
tで前年比2.4％増となっている。
イ　輸出入
　平成22年のビスケット類の輸出量は１千tで前年
比7.8％増、金額は11億円で前年比6.1％増となって
おり、主要輸出先は香港、台湾、韓国等であった。
　一方、輸入量は１万７千tで前年比16.6％増、金
額は64億円で前年比8.7％増となっており、主要輸
入先は中国、マレーシア、ベトナム等であった。
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第１節　食の安全の確保

１　食品安全に係るリスク管理の推進

⑴　食品安全に係るリスク管理の枠組
　平成15年７月、リスク分析の考え方を導入するなど
食品の安全性の確保に関する基本理念等を定めた食品
安全基本法が施行され、科学的知見に基づき、中立的
なリスク評価を行う組織として内閣府に食品安全委員
会が設置された。農林水産省においても、リスク管理
等食品の安全に係る政策を強化するため、消費・安全
局が設置された。
　食品安全に係るリスク管理は①リスク管理の初期作
業（食品安全における問題点の特定、危害要因の優先
度の分類、リスク評価の依頼等）、②リスク管理措置
の検討・実施（リスク評価の結果をもとに、リスク低
減のための措置について技術的な実行可能性、費用
対効果等を検討し、適切な措置を実施）、③措置の検
証・見直し（リスク管理措置の有効性の検証・措置の
再検討）からなる。
　これらの各段階の透明性を確保し、一貫性を持って
科学に基づいたリスク管理を行うため、リスク管理に
当たって必要となる標準的な作業手順を明らかにした
「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に
関するリスク管理の標準手順書（以下、「手順書」と
いう。）」に則ってリスク管理を実施している。なお、
この手順書は農林水産省が作成し、厚生労働省と協議
して両省で適用できるものとした上で、平成17年８月
25日付けで公表したものである（平成18年10月５日改
訂）。
ア　リスク管理の検討
　標準手順書に従って、各種有害化学物質・有害微
生物に関する情報を収集し、必要に応じて関係部局
と情報共有するとともに、リスクプロファイルシー
トを更新した。
　さらに、農林水産省が優先的にリスク管理を行う
べき有害化学物質のリストの見直しを行った。
イ　「食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微

生物のサーベイランス・モニタリング計画」の作成
　サーベイランス（問題の程度や実態を知るための
調査）、モニタリング（矯正的措置をとる必要があ
るかどうかを決定するための調査）の中期計画（有
害化学物質：平成18年４月20日公表、有害微生物：
平成19年４月25日公表）に基づき、平成22年度の年
次計画を作成し、平成22年４月28日付けで公表した。
　また、優先的にリスク管理を行うべき有害化学物
質のリストの見直しに伴い、平成23年度から５ヵ年
にわたる「食品の安全性に関する有害化学物質の
サーベイランス・モニタリング中期計画」を作成
し、平成22年12月22日付けで公表した。

⑵　食品中の汚染物質対策の推進
　平成22年度は、コーデックスの各部会における国際
規格検討への対応、国内でのリスク低減の取組や、
サーベイランス・モニタリング年次計画に基づく、各
ハザード（危害要因）の対象品目（農畜水産物、加工
食品、飼料）における含有実態調査等を実施した。主
なものは以下のとおりである。
ア　農産物
ア　カドミウム
　農産物に含まれるカドミウム濃度を低減するた
め、水稲のカドミウム吸収抑制対策や植物を用い
た土壌浄化対策、客土対策を推進するとともに、
新たな農地土壌の浄化技術や米以外の品目に係る
カドミウム低減技術の研究開発等を実施した。
　なお、食品安全委員会が平成20年７月に食品か
らのカドミウム摂取について、耐容週間摂取量を
７μg/kg体重/週と評価したことを受け、厚生労
働省は、薬事・食品衛生審議会での議論を経て食
品衛生法に基づくコメの規格基準を「玄米及び精
米で0.4 ppm以下」に改正し、平成23年２月末に
本改正を施行した。
イ　かび毒
　平成20年12月に策定・公表された「麦類のデオ
キシニバレノール・ニバレノール汚染低減のため
の指針」に基づく、赤かび病の適期防除、赤かび
病被害粒の選別除去等による一層の汚染低減の取
組を推進した。

第５章　消 費 ・ 安 全 局
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　また、コーデックス委員会汚染物質部会（CCCF）
におけるデオキシニバレノール等の国際的な基準
値や実施規範の検討に参画した。
ウ　ダイオキシン類
　農作物中のダイオキシン類濃度の経年的変化を
把握するため、葉菜類中の含有実態調査を実施し
た。

イ　畜水産物
ア　カドミウム
　二枚貝、ベニズワイガニ等の水産物の含有実態
調査を実施。
イ　水銀
　CCCFにおける魚類中のメチル水銀の国際的な
ガイドライン値検討に参画するため、水産物を対
象とした実態調査を行った。
　また、魚食によるメチル水銀のリスクと交絡因
子の解析に関する研究を実施した。
ウ　ダイオキシン類
　平成22年度に畜産物及び水産物を対象とした含
有実態調査を実施した。
エ　ヒ素
　水産物の水溶性及び脂溶性ヒ素の毒性解明とリ
スク低減技術の開発に関する研究を実施した。
オ　海洋生物毒
　近年の海洋環境の変化等により我が国での発
生・拡大が懸念される新規貝毒等に対応するた
め、「海洋生物毒安全対策事業」において、新規
貝毒等の高感度分析法の開発及び汚染実態調査を
行った。
カ　有害微生物
　食鳥処理場においてカンピロバクター陽性鶏群
から陰性鶏群にどの程度汚染が拡大されているの
か確認するため、食鳥処理場で定量的に調査を実
施した。
　また、サルモネラ属菌、カンピロバクター、リ
ステリア・モノサイドゲナスについて、肉用牛農
場、乳用牛農場及び豚農場で汚染実態の予備調査
を行った。

ウ　加工食品
　加工食品に含まれるアクリルアミドの含有実態調
査やトランス脂肪酸について複数の分析法の特性を
把握するための調査を実施した。
　また、魚類燻製品中の多環芳香族炭化水素
（PAH）について、食品事業者と協力し、製造方法
がPAH含有濃度に及ぼす影響を把握するための調
査を行い、低減対策等を検討するための基礎データ

を収集した。
⑶　レギュラトリーサイエンスの推進

　食品安全、動物衛生及び植物防疫に関する施策の決
定に必要な科学的根拠を得て、安全な農畜水産物、食
品の安定的な供給に資するよう、レギュラトリーサイ
エンス（科学的知見と規制や行政措置の橋渡しとなる
科学）に係る試験研究として「委託プロジェクト研究
（生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の
特性解明とリスク低減技術の開発）」や「レギュラト
リーサイエンス新技術開発事業」を実施した。
　また、全国レギュラトリーサイエンス連絡協議会を
開催し、レギュラトリーサイエンスに係る取組の現状
やリスク管理を進める上で行政が必要とする研究テー
マについて、行政部局、独立行政法人や都道府県の試
験研究機関、食品事業者等による情報共有及び意見交
換を行った。

２　農畜水産物の安全確保

生産資材の適切な管理・使用の推進
ア　肥料
ア　普通肥料の公定規格
　平成22年度末現在、普通肥料の公定規格は156
種類設定されている。なお、平成22年度において
は、普通肥料の公定規格の改正は行わなかった。
イ　肥料の登録
　平成22年における肥料取締法（昭和25年法律
第127号）第７条に基づく農林水産大臣登録数は
1,329件、有効期間更新数は4,265件、平成22年末
における有効登録数は20,275件であった。
ウ　指定配合肥料の届出
　肥料取締法第16条の２に基づく平成22年度に
おける農林水産大臣への指定配合肥料の届出数
は3,354件、平成22年度末における有効届出数は
60,422件であった。
エ　肥料の検査
　肥料取締法第30条に基づく平成22年度における
国の立入検査成績は、分析検査標品744点中、正
常でないものは64点であった。
オ　調査試験等
　独立行政法人農林水産消費安全技術センターに
おいて、公定規格の設定等に関する調査、重金属
分析法の改良及び信頼性の確保についての検討等
を行った。
カ　食品の安全性向上措置の検証（消費・安全対策
交付金）
　国産農産物のより一層の安全確保に向けた生産



― 103 ―第５章　消　費　・　安　全　局

消
費
・
安
全
局

を促すため、地域に適応した硝酸塩のリスク管理
措置の普及体制や低減化技術を確立することと
し、生産現場における硝酸塩の低減技術の有効性
の評価を行った。
キ　汚泥肥料中の重金属管理手引書の策定
　汚泥肥料の生産現場において、事業者が有害物
質（カドミウム等）を自主的に管理することを可
能にするために、汚泥肥料中の重金属管理手引書
を策定した。

イ　農薬
ア　農薬の登録状況
　22農薬年度（平成21年10月～平成22年９月）に
おいて新たに登録された農薬は315件で、９月末
における有効登録件数は4,516件となり、前年同
期に比較して155件の増加となった。22農薬年度
に登録された新規化合物は12種類であった。
イ　農薬取締り状況
　平成22年度においては、農薬の製造業者及び農
薬販売業者等に対し77件の立入検査等を行い、製
造・販売を取り締まるとともに、農薬の適切な品
質の管理や取扱いの徹底を図った。
　また、22件の集取農薬の検査を行い、農薬の製
造、品質等に関し技術的指導を行った。
ウ　農薬の安全及び適正使用対策
　農薬の安全を確保するため、農薬の登録にあ
たっては、環境省、厚生労働省、食品安全委員会
と連携を図りつつ、独立行政法人農林水産消費安
全技術センターにおいて、農薬メーカーから提出
された試験成績について厳正な検査・評価を実施
した。
　農薬による危害を防止するため、農林水産省、
厚生労働省及び都道府県の共催による農薬危害防
止運動を全国的に展開し、農薬の安全使用や適正
な保管管理の徹底についての啓発活動に努めると
ともに、農薬の使用に伴う事故の発生状況の把握
等を実施した。
　さらに、学校、公園等の公共施設内の植物、街
路樹や家庭菜園等の住宅地周辺で農薬を使用する
ときに、農薬を原因とする住民の健康被害が生じ
ないよう、周辺住民への事前周知、飛散低減対策
等について、研修会等を通じてその周知を図った。
エ　農薬の生産出荷
　22農薬年度の農薬の生産額は、3,621億円（前
年比5.4%減）出荷額は3,533億円（同3.3%減）と
なっており、生産額、出荷額は減少した。
オ　農薬の輸出入

　22農薬年度の農薬の輸出額は、1,038億円（前
年比0.8%減）であった。全輸出額に占める仕向先
別の割合については、米国が20.2％を占めて最も
多く、次いでブラジル11.1％、大韓民国10.5％と
なった。
　一方、輸入額は781億円（前年比8.8%減）で
あった。全輸入額に占める輸入先別の輸入額の割
合については、中国18.3％、ドイツ18.1％、大韓
民国12.4％となった。

ウ　飼料及び飼料添加物
　飼料及び飼料添加物（以下「飼料等」という。）
については、公共の安全の確保と畜産物等の生産
の安定に寄与することを目的として、「飼料の安全
性の確保及び品質の改善に関する法律」（昭和28年
法律第35号。以下「飼料安全法」という。）に基づ
き、農林水産大臣は、安全性の確保の観点から飼料
等の製造等に関する基準・規格の設定を行うととも
に、品質の改善の観点から飼料の公定規格の設定等
を行っている。
　また、愛玩動物用飼料については、愛玩動物の健
康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とし
て、平成21年６月１日に施行された「愛がん動物用
飼料の安全性の確保に関する法律」（平成20年法律
第83号）に基づき、農林水産大臣等は、安全性確保
の観点から愛玩動物用飼料の製造等に関する基準・
規格の設定を行っている。平成22年12月には、愛玩
動物用飼料に表示の基準が適用され、本法律は完全
施行された。
ア　飼料等の安全性の確保
　飼料安全法に基づき、農林水産大臣は、有害畜
産物が生産され又は家畜等に被害が生ずることに
より畜産物の生産が阻害されることを防止するた
め、農業資材審議会の意見を聴き、飼料等の基
準・規格を「飼料及び飼料添加物の成分規格等
に関する省令」（昭和51年農林省令第35号。以下
「成分規格等省令」という。）により設定している。
　当該省令に成分規格等が定められている特定飼
料等（抗生物質）の検定を独立行政法人農林水
産消費安全技術センター（以下「FAMIC」とい
う。）で行った（22年度検定194件合格）。
　また、飼料自給率の向上を通じた食料自給率の
向上等を図るため、稲わらや稲発酵粗飼料、飼料
用米の生産及び利用拡大の取組が進められてお
り、これらの飼料を給与した家畜や畜産物の安全
を確保するため、「飼料の有害物質の指導基準の
制定について」を改正し、新たに19農薬について
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稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の残留農薬の指導
基準を設定した。
イ　飼料の品質の改善
　飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るた
め、農林水産大臣は農業資材審議会の意見を聴い
て飼料の公定規格を定めることができるとされて
いる。
　飼料の公定規格による22年度の検定は、１県及
び１登録検定機関において、魚粉10銘柄について
実施された。
ウ　飼料等の立入検査
　飼料安全法に基づき、飼料等の安全性の確保及
び品質の改善を図る見地から、FAMIC及び都道
府県の飼料検査機関が飼料等の立入検査を実施し
た。22年度における立入検査の状況は、表１のと
おりである。

表１　22年度飼料等立入検査状況
　　　　　　　　　　 国　　　　県　　　　　合計
立入検査回数  613  1,702  2,315
収去件数  853  1,179  2,032
　飼料  848  1,175  2,023
　飼料添加物  5  4  9

収去品の試験結果　　 国　　　　県　　　　　合計
　正常件数  847  1,171  2,018
　　飼料  842  1,167  2,009
　　飼料添加物  5  4  9
　違反件数  6  8  14
　　飼料  6  8  14
　　飼料添加物  0  0  0

エ　動物用医薬品
ア　動物用医薬品等製造販売（製造）業許可及び承
認状況（平成22年度）
ａ　改正（平成17年４月１日）前の薬事法（法律
第145号。以下「旧法」という。）第２条の規定
による旧法第12条第１項の規定に基づく製造業
（平成17年３月31日以前受付）の許可件数は０
件であった。
　また、改正後の薬事法（以下「薬事法」とい
う。）第２条の規定による薬事法第12条第１項
の規定に基づく製造販売業の許可件数は39件、
薬事法第13条第１項の規定に基づく製造業の許
可件数は85件、薬事法第13条の３第１項の規定
に基づく外国製造業者の認定件数は87件、薬事
法第40条の２第１項の規定に基づく修理業の許
可件数は89件であった。

ｂ　薬事法第14条第１項の規定に基づき製造販売
承認された品目数は、医薬品212品目、医薬部
外品47品目及び医療機器23品目であった。

イ　動物用医薬品の再評価
　薬事法第14条の６（同法第23条において準用す
る場合を含む。）の規定に基づき、承認、許可を
受け市販されている動物用医薬品を有効性、安全
性等の観点から最新の学問水準に照らして見直す
再評価制度を実施している。
　この見直し手続は、承認されている動物用医薬
品の全成分について、通常10年ごとのスクリーニ
ング作業を行い、問題となる情報が得られた成分
を再評価を受けるべき医薬品として指定し、再評
価を行うこととしている。平成22年度に見直しの
対象となる69成分について、平成22年３月に関係
者に通知し、スクリーニング作業を実施した。
ウ　動物用医薬品の使用の規制
　動物用医薬品のうち、適正に使用されなければ
畜産物等に残留し、人の健康を損うおそれのある
医薬品については、動物用医薬品の使用の規制に
関する省令（昭和55年農林水産省令第42号）によ
り適正な使用を確保しているところである。
　平成18年５月29日から導入されたポジティブリ
スト制度に対応し、動物用医薬品の使用基準の設
定及び変更を行った。導入時に新たに設定された
残留基準は、導入後５年間で見直しされることと
なっており、平成21年度は４成分見直しが行われ
た。それに伴い、使用基準の改正について検討し
た結果、改正は必要でなかった。
エ　国家検定等の検査

表２　薬事法第43条第１項の規定に基づき、動物医薬品検
査所が実施した平成22年度の国家検定状況
生物学的製剤（受付件数576件）
　合格  570件
　不合格  5件
　中止件数  1件

表３　薬事法第69条第３項の規定に基づき、動物医薬品検
査所が実施した平成22年度の製造業者等への立入検査に
よる収去品の検査
　　　　　　 収去件数　 不合格件数　改善指導件数
一般薬  32件  0件  6件
抗生物質製剤  6件  0件  1件
生物学的製剤  5件  0件  2件
（体外診断薬）
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表４　動物医薬品検査所依頼試験検査規定に基づき平成22
年度に動物医薬品検査所が実施した検査
動物用抗生物質製剤検査命令実施要領に基づく依頼検査
　受付件数　　　　　　　　　　　　　　　1件
　不合格件数　　　　　　　　　　　　　　0件
動物用血液型判定用抗体検査命令実施要領に基づく依頼
検査
　受付件数　　　　　　　　　　　　　　　1件
　不合格件数　　　　　　　　　　　　　　0件
　中止件数　　　　　　　　　　　　　　　0件

オ　薬事監視事務打ち合わせ会議
　薬事監視事務打ち合わせ会議は、動物用医薬品
等に関する薬事監視の円滑化を図るため都道府県
の薬事監視員を対象に実施している。平成22年度
は平成22年10月21日に開催し、薬事法等の法令遵
守及び畜水産物の安全確保の徹底等、動物薬事関
連事項の説明、薬事監視指導上の諸事項について
の協議検討等を行った。

３　家畜防疫対策

⑴　口蹄疫への対応
ア　宮崎県における口蹄疫発生への対応
ア　防疫措置の実施
　平成22年４月20日、宮崎県児湯郡都農町の牛農
場で飼養される牛が口蹄疫の疑似患畜と診断さ
れ、我が国では10年ぶりとなる口蹄疫の発生が確
認された。
　農林水産省は、口蹄疫に関する特定家畜伝染病
防疫指針に基づき、直ちに口蹄疫対策本部を設置
するとともに、宮崎県と連携し、発生農場におけ
る家畜の殺処分、死体や汚染物品等の埋却及び畜
舎の消毒等、家畜伝染病予防法に基づく防疫措置
を開始した。発生農場を中心とした半径10㎞の区
域を移動制限区域として設定し、家畜や飼料、敷
料等の物品の移動を制限するとともに、さらに半
径20㎞の区域は搬出制限区域として、上記物品等
の区域外への搬出を制限した。また、移動制限区
域及び搬出制限区域内には、車両を消毒するため
の消毒ポイントが設置され、当初は畜産関係者を
中心に通行する車両の消毒が行われていたが、そ
の後、多くの消毒ポイントでは一般車両も対象に
消毒が実施された。
　４月21日には、移動制限区域内の牛飼養農場で
２例目の発生が確認され、その後も近隣の農場で
の発生が継続した。
　宮崎県では、市町村や関係団体の職員に加え、

国の家畜防疫官や他都道府県の家畜防疫員、その
他獣医師等の協力を得て防疫措置を続けていた
が、本病の拡大を防ぐことはできず、児湯郡川南
町を中心として周辺市町へと発生が急速に拡大し
た。
　口蹄疫の発生拡大に対し、家畜伝染病予防法に
基づく殺処分及び家畜等の移動制限による措置で
はまん延を防止することが困難と判断されたこと
から、政府は５月19日、専門家の意見を踏まえ、
一定の区域内の偶蹄類の動物にワクチンを接種し
た上で、これらの家畜を殺処分することにより、
まん延防止を図る対策を行うことを決定した。
　ワクチン接種を実施した後、発生数は徐々に減
少し、７月５日の宮崎市での発生が最終発生と
なった。宮崎県での口蹄疫の発生は、関係者の尽
力により県内で発生を抑えることができたが、
292農場で発生が確認され、約30万頭の家畜が患
畜・疑似患畜又はワクチンを接種した家畜として
殺処分された。
イ　経営支援措置等
ａ　発生農場への対応
　家畜伝染病予防法による手当金と、家畜防疫
互助基金からの経営支援互助金等により経営支
援対策を実施した。
ｂ　ワクチン接種農場への対応
　口蹄疫対策特別措置法による殺処分補填金
と、畜産経営再開支援金等交付事業による経営
再開支援金の交付等により、経営支援対策を実
施した。

ウ　我が国からの輸出の停止等
　平成22年４月、宮崎県における口蹄疫の発生に
より、牛肉等の偶蹄類動物由来の肉等について、
輸出検疫証明書の発行を一時停止した。その後、
輸入停止国に対し、口蹄疫の発生状況及び防疫対
策、国際獣疫事務局（OIE）による口蹄疫清浄認
定について情報提供し、輸出再開について要請し
た。平成22年度中に、香港、マカオ、アラブ首長
国連邦、シンガポールへの牛肉輸出、香港及びシ
ンガポールへの豚肉輸出、香港への原皮輸出並び
に韓国、ベトナム、フィリピン及びタイへの条件
付き原皮輸出が再開された。
エ　清浄性確認及び清浄国への復帰
　移動制限区域内の農場に対し、本病の清浄性を
確認するための検査を行い、これにより、本病の
清浄性が確認されたことから、えびの市周辺は６
月４日、西都市尾八重周辺は７月２日、日向市周
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辺は７月３日、西都市周辺は７月６日、国富町周
辺は７月８日、児湯郡周辺は７月16日及び18日、
最終は宮崎市周辺が７月27日に移動制限を解除し
た。
　最終の防疫措置が終了した７月５日以降、宮崎
県内ではさらに周辺農場の清浄性確認検査を行
い、３か月間新たな発生が確認されなかったこと
から、我が国は、10月にOIE（国際獣疫事務局）
に対し口蹄疫清浄性に関する報告書を提出し、平
成23年２月４日、OIEから口蹄疫のワクチン非接
種清浄国として認定された。
オ　感染経路等の調査
　平成22年４月の発生に際しては、同月26日に
「口蹄疫疫学調査チーム」を設置し、当省及び宮
崎県が収集したデータを基に分析・検討を行い、
同年８月25日に「口蹄疫の疫学調査に係る中間的
整理」を公表し、同年11月24日には更にウイルス
の侵入経路及び伝播経路に焦点を絞った「中間取
りまとめ」を公表した。その中で我が国への侵入
経路としては、ウイルスの遺伝子解析の結果等も
踏まえ、アジア地域の口蹄疫発生国から人、ある
いは物を介した可能性が、その後の農場への侵入
については、人や車両の移動、飛沫核感染、小動
物による機械的伝播の可能性が示唆された。今
後、ケースコントロールスタディや感染実験の結
果等を踏まえ、最終報告書を取りまとめることと
している。
カ　口蹄疫対策検証委員会の開催
　口蹄疫への対応を検証するため、平成22年７
月、農林水産大臣の要請により、第三者から成る
口蹄疫対策検証委員会が設置され、同年11月に
その結果が報告書として取りまとめられた。この
報告書の中では、国及び宮崎県の防疫対応につい
ての問題点が指摘されるとともに、今後の防疫体
制の改善方向について詳細に提言され、その中で
も特に「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び
「迅速・的確な初動対応」が最も重要とされた。

イ　アジアにおける発生への対応
ア　アジアにおける発生状況
ａ　アジアにおける発生状況
　アジア地域では口蹄疫がまん延しており、平
成22年度を通してOIEが認定する口蹄疫清浄国
のステータスを維持していたのは、ブルネイ、
インドネシア、シンガポールの３か国のみであ
る。またワクチン非接種清浄地域を維持してい
たのはマレーシア及びフィリピンのみである。

　本地域ではこれまで、口蹄疫の７つの血清型
のうち、A、O及びAsia1型の３型の発生が報
告されてきたが、平成22年度において新たに発
生が確認された事例は、一部のA型を除くとそ
の大半がO型によるものであった。
　特に平成22年度は東アジア地域でO型口蹄疫
ウイルスがまん延し、OIEによるワクチン非接
種清浄国のステータスを維持してきた我が国や
韓国において大規模な発生があった。我が国は
平成23年２月５日にワクチン非接種清浄国の
OIEステータスを回復したが、全国的に拡大し
た韓国ではワクチン接種を継続している（後
述）。また、中国においては、継続的に本病が
発生しており、ワクチン接種による疾病コント
ロールを実施している。
ｂ　韓国における発生状況
　韓国では平成22年１月及び４月に発生した口
蹄疫は一旦終息したが、11月29日に東部の慶尚
北道・安東市（アンドン）の豚農家で確認さ
れ、翌年４月までに、全８道のうち２道（全羅
北道、全羅南道）及び済州島を除いた韓国全土
にまん延した。
　韓国政府は、12月にワクチン接種を決定し、
２月までに全国の牛及び豚にワクチン接種を終
了した。
　韓国政府は、全土での定期的なワクチン接種
を含む口蹄疫コントロールを推進しているとこ
ろであり、我が国は韓国における口蹄疫の発生
を受け、関連情報を継続的に各都道府県や関係
団体等に提供し、注意喚起するとともに、我が
国への侵入防止を徹底するため、空港･港湾で
の旅行者に対する靴底消毒や車両消毒、手荷物
の検疫強化、検疫探知犬を活用した抜き打ち検
査の強化等を実施した。

イ　我が国の輸入の停止措置等
　動物・畜産物を介した口蹄疫の我が国への侵入
を防止するため、家畜伝染病予防法施行規則第43
条に基づき、口蹄疫等悪性伝染病の発生国・地域
からの偶蹄類の動物・畜産物等の輸入禁止措置を
講じている。平成22年度末現在、偶蹄類の動物・
畜産物（加熱処理されたものは除く）等の輸入を
認めているアジアの国・地域はない。
ウ　水際対策の強化
　アジア諸国における本病の継続的な発生を踏ま
え、国際線が到着する空海港において、入国者の
靴底消毒、車輌消毒の更なる徹底を図るととも
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に、人や物の動きが活発になる年末から翌年２月
末にかけて、更に水際対策の強化を行った。具体
的には、①日本からの渡航者や日本への入国者に
対するアナウンス等による注意喚起・周知活動の
実施、②検疫探知犬を活用した旅客の手荷物の抜
き打ち検査の強化、③航空機内で発生した厨芥残
渣（機内食の残飯等）の処理施設の再確認、④土
が付いた靴など手荷物の消毒等の実施である。

⑵　高病原性鳥インフルエンザ
ア　我が国における発生への対応
ア　防疫措置の実施
　平成22年11月に島根県の１農場で高病原性鳥イ
ンフルエンザ（H5N1亜型）の発生を確認した。
その後、平成23年３月までに９県24農場（宮崎県
13農場、鹿児島県・大分県・奈良県・和歌山県
の各１農場、愛知県・三重県の各２農場、全て
H5N1亜型）で発生が確認された。
　発生農場では、直ちに飼養家きんを疑似患畜と
して殺処分するとともに、汚染物品の処分や農場
の消毒等の防疫措置が行われた。発生農場の周辺
は移動制限区域（10㎞）として設定され家きんや
家きん卵等の移動を制限し、区域内の農場の清浄
性が確認された場合には、移動制限区域を半径５
㎞の範囲に縮小してその外側を搬出制限区域とす
る対応が行われた。移動制限区域は、区域内の農
場の清浄性を２回確認し、発生農場に係る防疫措
置が完了後21日間が経過したのちに解除された。
　最終発生に係る移動制限は平成23年４月15日に
解除された。
イ　経営支援措置等
　家畜伝染病予防費による手当金、家畜防疫互助
基金からの経営支援互助金の交付により経営支援
対策を実施した。
ウ　我が国からの輸出の停止等
　平成22年11月から平成23年３月の間に、我が国
において高病原性鳥インフルエンザが発生したこ
とにより、家きん肉等について、輸出検疫証明書
の発行を一時停止した。その後、各国が講じた輸
入制限措置の解除に向け、家きん肉等の主要輸出
先国に対して本病の発生状況及び防疫対策につい
て情報提供等を行った。
エ　感染経路等の調査 
　平成22年度の発生事例については、科学的デー
タに基づいた分析・評価により、感染経路の究明
等を行うため、ウイルス学、疫学、野生動物等の
専門家及び発生県の防疫担当者で構成される「高

病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム」を設置
し、全ての発生事例について発生直後速やかに現
地調査を行った。その結果を踏まえ、今後、中間
取りまとめを取りまとめる予定である。

イ　アジアにおける発生への対応
ア　アジアにおける発生状況
ａ　アジアにおける発生状況
　高病原性鳥インフルエンザの発生は、以前は
東南アジア地域に限定されていたが、平成17年
には中央アジア及びヨーロッパに、平成18年に
は中東及びアフリカにまで拡大した。平成22年
度、アジア地域では我が国を含む11の国・地域
の家きんにおける本病の発生が国際獣疫事務
局（OIE）に報告されている（インド、ネパー
ル、バングラデシュ、ミャンマー、ラオス、カ
ンボジア、ベトナム、香港、韓国、日本、イン
ドネシア）。
　また、野鳥のみで本病の発生報告のあった中
国、モンゴル、ロシアを含めると、アジア地域
にでは、タイ、マレーシア、ブルネイ、フィリ
ピンを除く広範囲で高病原性鳥インフルエンザ
が確認されている。
　平成22年度には、アジア地域以外にも、スペ
イン、ブルガリア、ルーマニア、エジプト、イ
スラエルで発生報告があり、世界各国が連携し
た本病の拡大防止が重要となっている。
ｂ　韓国における発生状況
　平成22年度は、我が国とともに近隣国の韓国
において広範囲に及ぶ高病原性鳥インフルエン
ザ（H5N1亜型）の発生が確認された。平成22
年12月31日に韓国西部の忠清南道・天安市（テ
ンアン）のアヒル農家で確認されて以降、韓国
西部・東南部に拡大した。
　我が国は、韓国における高病原性鳥インフル
エンザの発生を受け、継続的に関連情報を各都
道府県や関係団体等に提供し、注意喚起すると
ともに、我が国への侵入防止を徹底するため、
空港･港湾での旅行者に対する靴底消毒や車両
消毒、手荷物の検疫強化、検疫探知犬を活用し
た抜き打ち検査の強化等を実施した。

イ　我が国の輸入の停止措置等
　動物・畜産物を介した本病の我が国への侵入を
防止するため、高病原性鳥インフルエンザ又は低
病原性鳥インフルエンザの発生した国・地域から
の家きん・家きん肉等の輸入停止措置を講じてい
る。平成22年度は、新たに韓国に対し輸入停止措
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置を講じた。
⑶　家畜伝染病予防法の改正

　⑴の口蹄疫の発生状況や⑵の高病原性鳥インフルエ
ンザの発生状況等を踏まえ、「発生の予防」、「早期の
発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点を
置いて防疫対応を強化するため、家畜伝染病予防法が
改正されることとなった。
　改正法は、平成23年３月４日に閣議決定され、国会
に提出された後、同月29日に成立した。

⑷　BSE対策の推進
ア　我が国におけるBSEの発生への対応
ア　国内におけるBSE感染牛の確認状況
　平成13年９月に我が国初のBSE感染牛が確認さ
れ、22年度末までに36例のBSEの発生が確認され
ている（最終発生は平成21年１月）。BSE対策と
しては、と畜場における20か月齢以上の牛のBSE
全頭検査及びと畜される全ての牛からの特定危険
部位（SRM）の除去に加え、牛海綿状脳症対策
特別措置法（平成14年法律第70号）に基づく、24
か月齢以上の死亡牛を対象とした農場サーベイラ
ンスや牛の肉骨粉等に係る飼料規制のほか、「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」に基づく牛トレーサビリティ制度等
各般の対策を実施している。
イ　農場サーベイランス
　牛海綿状脳症対策特別措置法（平成14年法律第
70号）及び家畜伝染病予防法（昭和26年法律第
166号）に基づく、24か月齢以上の死亡牛を対象
にした農場サーベイランスでは、平成22年度は
105,385頭（一部24か月齢未満の牛を含む）の検
査を行い、本サーベイランス開始以来、最も多く
の検査を行ったが、陽性牛は確認されなかった。
本サーベイランスの適正な実施及び死亡牛処理を
推進するため生産者が負担する死亡牛のBSE検査
費や輸送及び処理費用の助成措置を引き続き講じ
た。

イ　米国におけるBSEの発生への対応
ア　平成15年12月に米国でBSE感染牛が確認された 
ことに伴い米国産牛肉等の輸入を停止した。
イ　食品安全委員会によるBSEリスク評価結果を踏
まえ、平成17年12月に米国、カナダからの牛肉の
輸入を再開した。しかし、平成18年１月、特定危
険部位であるせき柱が混入した子牛肉が発見さ
れ、直ちに輸入手続を停止した。
ウ　平成18年６月24日及び７月23日、米国の対日輸
出認定施設に対して現地調査を実施し、７月27

日、輸入手続再開を決定した。再開後、対日輸出
プログラムの遵守状況を検証する期間を設け、現
地調査や水際での検査の状況から米国のプログラ
ム遵守状況についてシステムとしての問題はない
ことを確認した（平成19年６月13日に検証期間を
終了）。
エ　平成22年11月29日から12月10日まで、米国の対
日輸出認定施設10施設に対する定期査察を実施し
た。また、平成22年９月28日から30日、カナダの
対日輸出認定施設3施設に対する定期査察を実施
した。

⑸　家畜防疫
ア　家畜の伝染性疾病の清浄化に向けた取組
　牛のヨーネ病対策として、家畜伝染病予防法に
基づく定期的な検査に加え、平成18年に策定され
た「牛のヨーネ病防疫対策要領」に基づき、感染牛
が確認された農場における追加検査や、感染してい
るおそれの高い牛の自主とう汰等を推進するととも
に、その取組を家畜生産農場清浄化支援対策事業に
より支援した。
　豚のオーエスキー病対策として、平成20年６月及
び平成22年３月に改正した「オーエスキー病防疫対
策要領」に基づき、地域一体となったワクチン接
種、検査、自主とう汰の推進等の清浄化対策を推進
した。この清浄化対策についても、家畜生産農場清
浄化支援対策事業により支援した。
イ　各種疾病の発生の予防、発生動向
　家畜の伝染性疾病の発生及びまん延を防止するた
め、家畜伝染病予防事業として、家畜伝染病予防法
（昭和26年法律第166号）に基づく各種検査、注射、
消毒、薬浴及び家畜伝染病の発生時のまん延防止措
置を実施した。
ア　牛関係の監視伝染病
　口蹄疫は、平成22年４月から７月にかけて292
農場で発生が確認され、疑似患畜の殺処分、汚染
物品等の埋却、周辺農場に対する移動制限措置等
が講じられた。
　BSEは、平成22年度に新たな発生は確認されな
かった。
　牛のヨーネ病については、平成22年には230戸
455頭、平成23年１月から３月までの間に67戸145
頭が患畜と診断された。
　ブルセラ病は、近年、散発的に抗体検査陽性例
が報告されており、平成22年には、２戸２頭が患
畜と診断された。
　ここ数年、発生地域が拡大しているアカバネ病
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は、近年発生報告がない東北地方で流行し、平成
22年の冬から平成23年３月までに岩手県、宮城県
を中心に174戸で192頭の発生が報告された。
　牛白血病は農場の他にと畜場からの発生報告も
多く、平成22年には1,777頭の発生が報告された。
イ　豚関係の監視伝染病
　オーエスキー病は、平成22年から平成23年３月
までに２戸５頭で発生した。
ウ　鶏関係の監視伝染病
　高病原性鳥インフルエンザは、平成22年11月か
ら平成23年３月にかけて、９県24農場で発生が確
認された。
　家きんサルモネラ感染症は、平成22年に10農場
で発生した。
エ　馬関係の監視伝染病
　平成23年３月、在来馬群に由来する馬１頭にお
いて、我が国で18年ぶりに馬伝染性貧血の患畜が
報告された。

⑹　保健衛生
ア　家畜保健衛生所の施設整備
　家畜の飼養形態の多頭化、集団化等の中で、家畜
伝染病に対する危機管理の観点から疾病の監視を強
化する事前対応型の防疫体制の構築が必要となって
いる。このため、迅速な検査及び高度な疫学診断等
を可能にする施設機器を地域の家畜衛生事情に即し
て家畜保健衛生所に整備し、地域の防疫・監視体制
の強化を図った。
イ　家畜衛生に関する各種指導等
　家畜衛生に関する各種指導を畜産農家等に対して
行うことにより、畜産の進展に伴った家畜衛生技術
の浸透及び定着を図った。また、地域の実情に則し
た家畜衛生対策の実施に資するため、家畜保健衛生
所が中心となって以下の取組を行った。
ア　BSE検査・清浄化の推進
　BSEの浸潤状況をより正確に把握し、BSEの防
疫対策を検証するため、家畜保健衛生所が実施す
る死亡牛BSE検査について、検査資材や廃棄物処
理等への支援を行い、検査を確実かつ円滑に推進
した。
イ　監視・危機管理体制の整備
　家畜衛生に係る情報の提供を円滑に推進するた
め、病性鑑定成績・巡回指導等による家畜衛生情
報の収集・分析を行った。
　また、診断予防技術の向上を目的として、伝染
性疾病の新たな診断方法、予防技術を確立するた
めの調査・検討を行った。

　この他、まん延防止措置の円滑化を図るため、
調整会議の開催及びブロック内の防疫演習を実施
し、地域の実情に応じた防疫体制の確立等を行っ
た。
ウ　慢性疾病等の低減
　畜産農家における生産性の向上を図るための家
畜の慢性疾病や牛の哺育時期の事故率の低減を目
的として、疾病発生状況等の調査・検査を行った。
エ　生産衛生の確保
　生産現場における畜産物の安全性確保のため、
地域一体となったHACCPの考え方をとり入れた
畜産物の生産衛生管理体制の構築、サルモネラ総
合対策指針に基づくサルモネラの清浄化に向けた
農場の調査・検査、医薬品の品質確保、薬剤残
留、薬剤耐性菌等に関する情報収集を行った。
オ　地域衛生管理体制の整備
　安全な畜産物の生産を推進するとともに、全国
的な衛生水準の向上を図るため、地域における行
政担当者、生産者、獣医師等の関係者が一体と
なった家畜の伝染性疾病の発生予防、清浄性維持
等の取組を実施した。

ウ　調査研究
ア　護蹄管理向上連携強化推進事業
　社団法人日本装蹄師会が実施する削蹄効果の検
証、護蹄管理における牛削蹄師と獣医師の連携の
強化及び削蹄講習会等の開催を推進した。
イ　第51回全国家畜保健衛生業績発表会
　第51回全国家畜保健衛生業績発表会は、４月22
～ 23日、日比谷公会堂において開催され、全国
各ブロック代表48名により家畜保健衛生所の日常
業務に関連した業務の運営、調査、研究等が発表
され、農林水産大臣賞２題、消費・安全局長賞22
題が選出され、賞状が授与された。

⑺　技術普及
ア　家畜の多頭飼育の進展等に伴う家畜衛生事情の変
化に対応し、家畜衛生技術の向上を図るために家畜
衛生講習会及び研修会を実施した。受講者により地
域の家畜衛生関係技術者に対して伝達講習を行って
習得技術を速やかに普及するとともに、種々の事
業等を通じて畜産関係技術者及び畜産農家に対し家
畜衛生に関する知識及び技術の普及浸透を図ってい
る。平成22年度は、家畜衛生講習会については動物
衛生研究所の本所・支所・海外病研究施設、千葉県
農業共済連で計８回開催され、延べ147名が受講し
た。また、家畜衛生研修会については、動物衛生研
究所の本所で計４回開催され、延べ190名が受講し
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た。なお、今年度は宮崎県における口蹄疫の発生に
伴い、一部の講習会を中止しており、各講習会及び
研修会の種類、開催状況（回数及び受講人数）は表
５のとおりである。

表５ 平成22年度家畜衛生講習会及び研修会
　　　　種　類　　　 回　数　　　 受　講　人　数
　　　　　　　　　　　　　　　県職員　　その他　 計
家畜衛生講習会  8  138  9  147
　　基本講習会  中止
　　総合講習会  1  41  2  43
　　特殊講習会  7  97  17  104
　　　　牛疾病  中止
　　　　豚疾病  中止
　　　　鶏疾病  1  31  2  33
　　　繁殖障害  1  7  7  8
　　　病性鑑定  4  35  3  38
　　　獣医疫学  1  24  1  25
家畜衛生研修会  4  183  7  190
　　　病性鑑定  4  183  7  190
　　　　　　計  12  321  16  337

イ　HACCPの考え方をとり入れた衛生管理（いわゆ
る農場HACCP）の推進
　家畜の高度な飼養衛生管理を推進し、我が国の畜
産物の安全性の一層の向上と消費者の信頼確保を図
るため、昨年公表した認証基準に基づく衛生管理の
実施を適切に行うため、農場での導入・実施指導を
行う農場指導員を養成する研修会を開催（204名受
講）するとともに、農場HACCPの取組をより促進
するため、昨年度より開始した生産農場から消費ま
で一体となった高度衛生管理の取組の支援を実施し
た。

⑻　検疫関係
ア　輸出入検疫の実績
　平成22年度における主要動物（牛、豚、めん羊、
山羊、馬及び初生ひな。以下同じ。）の輸入検疫状
況については、初生ひなが703,739羽（121.9％、以
下（ ）内は対前年比）、牛が16,387頭（103.4％）、
と大幅に増加した。一方、豚は664頭（93.4%）と減
少した。めん羊は９頭、山羊は12頭輸入された。他
の偶蹄類については、水牛が４頭、アルパカが43
頭、キリンが２頭輸入された。
　馬は、5,294頭（118.1％）であり、その内訳は、
肥育用4,781頭（90.3％）が大半であった。
　主要動物の輸出実績は、馬169頭（144.4％）で
あり、馬の内訳は繁殖用66頭（39％）、競走用51頭
（30.2％）、乗用52頭（30.8％）であった。

　次に、同年における畜産物の輸入状況をみると、
肉類の輸入については、牛肉、豚肉、家きん肉が
大半を占めており、牛肉547,136t（106.2％）豚肉
883,782t（105.8％）、家きん肉760,996t（124.0％）
と増加し、肉類全体では2,394,432t（111.2％）で
あった。一方、肉類の輸出については、牛肉が576t
（101.8%）、家きん肉は16,479t（115.4％）と増加し
たが、豚肉は813t（69.3％）であった。肉類全体で
は16,182t（110.7％）となった。また、骨類が１t
（8%）及び皮類が79,865t（91%）と輸出が減少した。

表６　平成22年の輸出入検疫数量
（単位＝動物：頭羽、畜産物：t）

　　　　　　　　　　　　輸出　　　　　　　　 輸入
牛  0  16,387
豚  0  664
めん羊  0  9
山羊  0  12
馬  169  5,294
兎  176  4,235
初生ひな  0  703,739
犬  5,307  7,199
猫  1,708  1,755
サル  ―  5,820
骨類  1  40,741
肉類  18,182  2,394,432
臓器類  477  61,584
卵類  932  7,056
皮類  79,865  40,585
毛類  548  4,115
ミール類  ―  2,159
動物性加工たん白  ―  874,082
わら等  ―  175,234

イ　震災対応
　海外からの援助物資について、速やかな通関及び
被災地への輸送を行うため、家畜伝染病予防法第41
条に基づき、指定港以外でも輸入検査を実施したほ
か、検査申請手続を簡素化した。
　海外より災害救助犬の派遣があり、制定済みの弾
力的な検疫ルールに基づき、韓国、シンガポール、
ドイツ、スイス、メキシコ、オーストラリア、米
国、英国及びオランダの９か国から、計46頭を到着
当日に受け入れた。 

⑼　獣医事
ア　獣医療提供体制整備の推進
　獣医療の多様化、高度化等に対応し的確な獣医療
の確保を図るため、獣医療法（平成４年法律第46
号）に基づく獣医療計画制度により、国が定めた基
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本方針に即して都道府県が獣医療を提供する体制の
整備を図るための計画を定め、国と都道府県が一体
となって獣医療提供体制の整備を推進している。平
成22年８月31日には新たな国の基本方針を示した。
イ　獣医師法第16条の２の規定に基づく臨床研修
　獣医師法（昭和24年法律第186号）に基づき、大
学の附属診療施設又は農林水産大臣の指定する診療
施設における臨床研修の実施に関する援助を行った。
ウ　第62回獣医師国家試験
　第62回獣医師国家試験は、平成23年２月22日及び
23日の２日間、全国３会場で行われ、受験者1,275
名中1,052名（82.5%）が合格し、獣医師免許申請資
格を得た。
エ　獣医事審議会
　獣医師法第24条の規定により設置されている獣医
事審議会、試験部会、免許部会及び計画部会が開催
され、①第62回獣医師国家試験の実施、②獣医師法
第５条第２項及び第８条第２項第３号に該当する獣
医師の獣医師免許の取扱い、③獣医療を提供する体
制の整備のための基本方針等について審議が行われ
た。
オ　小動物獣医療
　獣医療における高度な放射線診療の体制を整備す
るため、平成21年２月に行った診療施設の構造設備
の基準や診療施設の管理に関する獣医療法施行規則
及び関連告示の改正について、研修会を実施し、周
知を図った。

４　魚類防疫対策

　平成19年10月から、水産動物の輸入許可業務を動物
検疫所に移管し、現物確認を行うことにより防疫体制
を強化したことから、その適切な運用を行った。
　また、国内防疫に関しては、コイヘルペスウイルス
（KHV）病、アユ冷水病等への対応を行った。

⑴　水産防疫制度の適切な運用
ア　輸入防疫
　水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づ
き、平成22年度は、こい１件、きんぎょ 1,137件、
さけ科魚類の発眼卵10件及びくるまえび属の稚えび
５件に対し、輸入の許可を行った。なお、こい、き
んぎょ及びくるまえび属の稚えびについては、防疫
対象疾病発生国からの輸入に対し、管理命令を発し
隔離管理を実施した。
イ　国内防疫
　持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）に
基づく特定疾病のうちKHV病については、引き続

き発生が確認され、平成22年度は都道府県において
焼却・埋却５件、消毒４件等のまん延防止措置を講
じた。また、ホヤの新疾病について、平成23年３月
に水産疾病に関する防疫専門家会議を開催し、今後
の対応等を検討した。

⑵　KHV病対策
ア　発生状況
　平成15年10月に、我が国で初めてKHV病の発生
が確認され、平成22年度は天然水域で７件、養殖場
等で36件の発生が確認された。
イ　研究・開発
 （独）水産総合研究センタ－を中心として、産・
学・官の協力を図りつつ、防疫技術等の研究・開発
を推進した。
ウ　防疫会議
　平成22年３月に水産疾病に関する防疫専門家会議
を開催し、まん延防止措置等について検討した。

⑶　アユ冷水病対策
　アユ冷水病を含むアユ疾病対策協議会を開催すると
ともに、都道府県の養殖業者への衛生対策指導等の支
援や、関係者への普及・啓発等の疾病対策を推進した。

５　植物防疫対策

⑴　病害虫防除
ア　環境に配慮した防除対策
　食の安全や環境問題に対する国民の関心が高まる
中、農林水産省では農業生産全体のあり方を環境保
全を重視したものへ転換することとしている。病害
虫防除についても発生予察情報等に基づき、農薬だ
けに頼らず、様々な防除技術を適切に組み合わせる
ことで、環境負荷を低減しつつ病害虫の発生を経済
的被害が生じるレベル以下に抑制する総合的病害
虫・雑草管理（IntegratedPestManagement：IPM） 
を普及することとし、平成17年に定めた総合的病害
虫・雑草管理実践指針を基に、環境に配慮した防除
の推進に取り組んでいる。具体的には、農業者自ら
がIPMへの取組を確認できるIPM実践指標を普及す
るため、平成20年度までに策定・公表した主要11作
物（大豆、トマト、なし等）のモデルに基づき、都
道府県でIPM実践指標の作成及びIPM実践地域の育
成等を引き続き推進し、天敵やフェロモン、温湯消
毒等を利用した防除技術の評価基準を作成する事業
に取り組んだ。
　平成17 ～ 22年度のこれらの取組結果を各都道府
県ごとに取りまとめたところ、これまでに全238種
類のIPM実践指標について取り組まれており、その
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うち８割が農業生産現場で使用できる技術レベルで
あった。これまでの取組結果については、農林水産
省ホームページでも公開している。
イ　農薬使用
　年間生産量が３万t以下の作物（マイナー作物）
では、農薬メーカーの商業的な理由等により農薬登
録が進まず、栽培上問題となる病害虫に有効な登録
農薬が少ない。生産振興のためにはマイナー作物へ
の農薬登録を効率的に進める必要があり、このため
には、生産者や都道府県の主体的な取組や都道府県
間の連携が必要である。このため、農薬登録推進中
央協議会において、マイナー作物の農薬登録の円滑
化に向けた調整を行い、都道府県が登録を要望する
農作物と農薬の組合せを調査し、生産地における病
害虫の発生状況に関する情報等を追加した農薬登録
推進リストを作成し、都道府県に情報提供を行った。
　一方、土壌病害虫防除等に使用される臭化メチル
は、平成４年のモントリオール議定書締約国会合で
オゾン層破壊物質に指定され、平成17年までに全廃
することが決定された。技術的・経済的に有効な代
替薬剤・技術がない場合は、不可欠用途として申請
を行い、国際連合環境計画（UNEP）審査機関の審
査・承認を経て使用が認められている。しかし、近
年の国際的な環境意識の高まりを受け、不可欠用途
であっても早期に全廃すべきとの考えが締約国間に
広まってきた。このため、我が国は、臭化メチル代
替技術の開発促進を進めるとともに、土壌使用用途
の全廃期限を平成25年に設定した不可欠用途用臭化
メチルの国家管理戦略の改訂版を策定し、平成20年
４月にUNEP事務局へ提出した。臭化メチル代替技
術については、平成20 ～ 24年度の５年間の予定で
「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型栽培
マニュアルの開発」事業を実施している。
ウ　発生予察事業
　農林水産省では、稲、麦、果樹、茶、野菜等の病
害虫を対象として発生予察事業を実施しており、全
国の主要な病害虫の発生動向を取りまとめた病害虫
発生予報を計10回発表した。
　平成22年度の主な病害虫発生状況は以下の通り。
ア　水稲：病害では、いもち病が、梅雨時期に好適
感染日が確認され発生が懸念されたことから、７
月後半の梅雨明けまでに８道県から注意報が発表
され、防除が呼びかけられたが、梅雨明け以降は
降雨が少なく注意報の発表はなかった。
　害虫では、ウンカ類について、６月中旬から７
月にかけてセジロウンカの飛来が多く、主に関東

から九州にかけて発生が多く認められたことか
ら、７月中に３県から注意報が発表され、防除が
呼びかけられた。また、トビイロウンカは、顕著
な飛来は認められなかったが、主に東海から九州
にかけて発生が多く認められ、７月中旬から９月
中旬にかけて５県から注意報が発表され、８月上
旬には１県から警報が発表され、防除が呼びかけ
られた。また、コブノメイガが、主に東海から九
州にかけて発生が多く認められことから、７月下
旬に３県から注意報が発表され、防除が呼びかけ
られた。斑点米カメムシ類は、７月から主に東
北、関東、東海、中国及び四国で発生が多く認め
られたことから、７月上旬から８月下旬にかけて
10道府県から注意報が発表され、防除が呼びかけ
られた。
イ　麦：赤かび病が、北海道、九州の一部地域で発
生が多く、３道県で注意報が発表され、防除が呼
びかけられた。
ウ　大豆：ハスモンヨトウが、７月から関東から九
州にかけて発生が多く認められたことから、８月
下旬以降に10県から注意報が発表され、防除が呼
びかけられた。
エ　果樹：病害では、なしの黒星病が、４月から東
北から九州にかけて発生が多く認められたことか
ら、４月中旬から７月上旬までに４県から注意報
が発表され、防除が呼びかけられた。梅雨明け以
降は降雨が少なく注意報の発表はなかった。
　害虫では、果樹カメムシ類は、越冬量が多く、
４月以降に主に関東から九州にかけて発生が多く
認められたことから、４月中旬以降に24都府県か
ら延べ32件の注意報が発表され、防除が呼びかけ
られた。また、８月上旬には１県から警報が発表
され、防除の徹底が呼びかけられた。
オ　野菜及び花き：トマトをはじめとした果菜類の
灰色かび病が、１月から４月下旬までに６県か
ら、ねぎ、たまねぎのべと病が、２月中旬から６
月上旬までに６県から注意報が発表され、防除が
呼びかけられた。また、いちごの炭そ病が、７月
下旬から８月上旬までに３県から注意報が発表さ
れ、防除が呼びかけられた。
　害虫では、ハスモンヨトウの発生が、７月から
関東から九州にかけて発生が多く認められたこと
から、８月下旬以降に14県から注意報が発表さ
れ、防除が呼びかけられた。
　病害虫の発生、防除状況は表７のとおりである。
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表７ 病害虫発生状況及び防除状況（平成22年度実績）

病害虫名 発生面積 延べ防除面積
（千ha） （千ha）

（イネ）

葉いもち 382 1,450 北海道の一部地域で多い、九州の一部地域で多い～やや多い、北
陸、四国の一部地域でやや多い

穂いもち 256 1,575 北海道、南九州の一部地域で多い

紋枯病 559 735 北東北の一部地域で多い、東海の一部地域で多い～やや多い、北海
道、近畿、四国、北九州の一部地域でやや多い

白葉枯病 11 98 中国の一部地域で多い、東海の一部地域でやや多い

もみ枯細菌病 35 266 中国の一部地域で多い～やや多い、関東、東海、九州の一部地域で
やや多い

セジロウンカ 888 1,261 関東、東海、近畿、中国、九州の一部地域で多い～やや多い、甲
信、四国の一部地域でやや多い

トビイロウンカ 171 1,040 東海、四国の一部地域で多い、近畿、九州の一部地域で多い～やや
多い、中国のやや多い

ヒメトビウンカ 721 1,384 北陸の一部地域で多い、関東、四国の一部地域で多い～やや多い、
東北、東海、近畿、中国、九州の一部地域でやや多い

斑点米カメムシ類 576 1,689 東北、関東、北陸、東海の一部地域で多い～やや多い、近畿、中
国、四国、九州の一部地域でやや多い

コブノメイガ 500 507 東海の一部地域で多い、東北、関東、北陸、近畿、中国、四国、九
州の一部地域で多い～やや多い、甲信の一部地域でやや多い

イネミズゾウムシ 629 976 北陸の一部地域で多い、東北の一部地域で多い～やや多い、関東、
東海、近畿、四国の一部地域でやや多い

（ムギ類）
うどんこ病 32 257 東海の一部地域で多い、東北、関東の一部地域で多い～やや多い、

中国、南九州の一部地域でやや多い

赤かび病 60 497 北海道、東北、東海の一部地域で多い、北九州の一部地域でやや多
い

雪腐病類 34 86 北陸の一部地域で多い、東北の一部地域でやや多い

（ダイズ）
ハスモンヨトウ 49 92 関東、東海、中国の一部地域で多い～やや多い、甲信、近畿、四

国、九州の一部地域でやや多い

吸実性カメムシ類 36 114 北陸の一部地域で多い、南東北、北関東、甲信、東海の一部地域で
やや多い

（カンキツ類）
黒点病 50 228 四国の一部地域で多い、九州の一部地域で多い～やや多い、南関東

の一部地域でやや多い

かいよう病 13 66 東海、近畿の一部地域でやや多い

（リンゴ）
斑点落葉病 8 317 南東北の一部地域でやや多い
腐らん病 6 60 東北、甲信の一部地域でやや多い
ハダニ類 8 122 北海道、南東北の一部地域でやや多い

（ナシ）
黒斑病 1 38 平年並以下
黒星病 5 138 関東、中国、九州の一部地域で多い～やや多い、南東北、甲信、北

陸、東海、近畿の一部地域でやや多い

ナシヒメシンクイ 2 65 関東、北陸、東海、中国、南九州の一部地域でやや多い

（モモ）
せん孔細菌病 3 41 東海の一部地域で多い、南東北、甲信、北陸の一部地域でやや多い

灰星病 1 34 平年並以下

（ブドウ）
晩腐病 2 46 甲信、東海、中国の一部地域でやや多い
べと病 7 60 関東、甲信、近畿、九州の一部地域で多い～やや多い、東北、北

陸、東海の一部地域でやや多い

（野菜共通）
疫病 12 20 トマトで発生が多い
灰色かび病 5 69 トマトで発生が多い
アブラムシ類 22 175 概ね平年並
ハダニ類 8 55 いちごで発生が多い
ハスモンヨトウ 3 26 ナス、いちごで発生が多い
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エ　病害虫防除所の運営
　都道府県における植物防疫の専門機関である病害
虫防除所は、病害虫の発生状況調査等を行い、発生
予察事業に基づく防除指導、侵入警戒調査、農薬の
安全使用等の指導を行った。
　病害虫防除所が国の発生予察事業に協力するのに
要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費に
ついて、都道府県に対し植物防疫事業交付金を交付
した。
オ　農林水産航空事業等
　平成22年度における航空防除の延べ面積（林野を
除く）は、水稲防除５万１千ha、水稲以外（畑作
物・果樹）防除８千ha、その他（播種・施肥等）
２千ha、ミバエ類再侵入防止等239万６千ha、計
245万６千haであった。このうち、水稲防除の実面
積は４万haで、関係農家数は約４万６千戸であっ
た。林業関係では、松くい虫防除２万１千haと野
ねずみ駆除５万６千haを中心として、計７万７千
haであった。
　産業用無人ヘリコプターによる農薬散布等の延べ
面積は、水稲防除83万８千haを中心として、計96
万３千haであった。

⑵　植物検疫
ア　国際基準への対応
　植物検疫措置に関する国際基準は、科学的根拠に
基づいた適切な植物検疫措置を講じるためのガイド
ラインであり、本基準の策定プロセスに積極的に関
与することで、我が国の意見を盛り込んだ国際基準
の採択を実現した。また、国際基準案の作成プロセ
スを担う委員会や専門家会合に職員を派遣し、我が
国の主張を基準案の段階から反映させることに努め
た。
　さらに、国際基準に整合しつつ病害虫のリスクに
応じた検疫措置を推進するため、科学的根拠に基づ
く病害虫リスク解析の結果等を踏まえ、724種の検
疫有害動植物（輸入検疫措置の対象とする病害虫）
を指定する等の農林水産省令の改正（平成23年３月
７日農林水産省令第８号）及び関係告示の制定・改
正（平成23年３月７日農林水産省告示第542号及び
543号）を実施した。
イ　輸入検疫
　平成22年においては、栽植用苗・球根８億５千万
個、種子２万２千t、切り花22億本、生果実179万
t、野菜90万t、穀類・豆類3,012万t、木材473万㎥、
その他雑品等928万tについて、輸入検疫を実施した。
　また、台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス、南ア

フリカ共和国産ぶどう、オーストラリア並びにトル
コ産グレープフルーツ及びパキスタン産マンゴウの
輸入を解禁した。
ウ　輸出検疫
　平成22年においては、栽植用苗・球根1,402万
個、種子2,255t、切り花22万本、生果実２万２千t、
野菜６千t、穀類・豆類22万t、木材23万㎥、その他
雑品４万tについて、輸出検疫を実施した。
　米国向けりんご生果実については、平成22年10月
に、これまで輸出が解禁されていた「ふじ種」に加
え、全ての品種の輸出が解禁された。
　アジア型マイマイガ（AGM）については、米国
及びカナダによる船舶の沖合検査措置に対応した、
民間検査機関によるAGM不在証明が引き続き実施
された。
エ　国内検疫
　平成22年度においては、種苗の移動に伴う病害虫
のまん延防止及び健全種苗の確保のため、
ア　北海道ほか９県において原種ほ及び採種ほを対
象に種馬鈴しょ検疫を実施した。
イ　また、青森県ほか16県のかんきつ類、りんご等
の母樹について、ウイルス病等の検査を実施した。
　植物防疫法に基づく植物等の移動規制につい
て、アリモドキゾウムシ、カンキツグリーニング
病菌等及びその寄主植物を対象に移動取締を実施
した。
　また、平成22年度は、鹿児島県指宿市において
アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシ、鹿児島県
喜界町においてカンキツグリーニング病菌、東京
都青梅市ほか５市町においてウメ輪紋ウイルス
（プラムポックスウイルス）の根絶を目指し、緊
急防除を実施した。

オ　植物防疫所の運営
　病害虫の国内への侵入・まん延を防止するため植
物防疫所を全国に68箇所設置しており、輸出入時の
検査、国内検疫等を実施している。
　植物検疫手続を電子的に処理するシステムについ
ては、より効率的な一元的運用等を目的として、平
成25年10月に輸出入・港湾関連情報処理システムに
統合されることから、平成22年においては、輸出
入・港湾関連情報処理センター並びに関連省庁間で
基本要件等の検討を行った。
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６　SPS協定に関する国際会議への対応等

⑴　SPS委員会
　WTO協定に含まれる協定（附属書）の１つである
「衛生植物検疫措置に関する協定（SPS協定）」は、食
品安全、動植物の健康に関する全ての措置（SPS措
置）を対象とし、これらの措置が科学的な根拠に沿っ
てとられること等を求めている。
　SPS委員会は、SPS協定第12条に基づき、SPS措置
に関する各国の協議の場を提供し、協定の実施を確実
にするために設置され、例年３回スイスのWTO本部
で開催されている。平成22年度においては、平成22年
６月、10月、平成23年３月に開催され、出席した。

⑵　食品安全関係
　コーデックス委員会（Codex）は、消費者の健康
保護、公正な食品貿易の確保等を目的として、1963
年に国連食糧農業機関（FAO）及び世界保健機関
（WHO）により設置された国際的な政府間機関であ
り、コーデックス規格（国際食品規格）の策定・改訂
等を行っている。
　コーデックス規格は、WTO/SPS協定において食品
安全に関する国際基準に位置付けられており、WTO
加盟国は、科学的に正当な理由がある場合を除き、食
品安全に関する措置を講ずる場合はコーデックス規格
を基礎とする義務を負っている。
ア　総会、部会等
　コーデックス委員会における食品安全に係る各種
の規格策定等に対して、農林水産省としても政府代
表団の一員として職員を派遣する等積極的に参画し
てきたところであり、平成22年度中は、第33回総
会、第64回執行委員会、第17回アジア地域調整部会
のほか、９の一般問題部会、１の個別食品部会及び
１の特別部会に出席した。
　このうち、第33回総会（平成22年７月５日～９
日、ジュネーブ）では、食品及び飼料中のメラミン
の最大基準値、発酵乳飲料の規格、海産食品におけ
るビブリオ属菌に関する衛生実施規範等が最終採択
された。
イ　コーデックス連絡協議会
　農林水産省は厚生労働省及び消費者庁と協力し
て、平成22年度は「コーデックス連絡協議会」（平
成12年設置）を計３回開催し、コーデックス委員会
の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費
者をはじめとする関係者に対して情報提供するとと
もに、コーデックス委員会における検討議題に関す
る意見を聴取した。

⑶　動物衛生関係
　国際獣疫事務局（OIE）は、国際的に重要な家畜の
伝染性疾病について、その防疫対策や貿易条件等に関
する家畜衛生基準（OIEコード）等を策定している。
この他、世界各国における家畜の伝染性疾病の発生状
況等の情報を収集・提供するとともに、家畜の伝染性
疾病のサーベイランス及び防疫に関する研究の国際的
調和を図っている。
　このOIEが定める基準等は、WTO/SPS協定では動
物衛生及び人獣共通感染症に関する国際基準と位置づ
けられており、WTO加盟国は科学的に正当な理由が
ある場合を除き、動物衛生に関する措置を講ずる場合
にはOIEが定める基準（OIEコード）等を基礎とする
義務を負っている。
ア　OIE総会
　OIEの最高意思決定機関であるOIE総会は毎年５
月にフランスのパリで開催される。平成22年の第78
回OIE総会には、動物衛生課の山本国際衛生対策室
長が我が国代表として出席し、OIEの５カ年戦略プ
ランやOIEコードの改正等についての議論及び採決
に参加した。また、同総会では５年に一度のOIE事
務局長選挙が行われ、現職のヴァラ局長が再選した。
イ　口蹄疫に関する会議
　平成23年３月には、第17回SEACFMD（東南ア
ジア・中国口蹄疫キャンペーン）サブ委員会会合
が、インドネシアのバリ島で開催され、東南アジア
全域と中国を平成32年までにワクチン接種清浄国
とすることを目標とするSEACFMDロードマップ
2020が決定された。新ロードマップでは、東南アジ
アにおける感染拡大の源と考えられるホットスポッ
トと、感染拡大の中でウイルスが増幅されるクリ
ティカルポイントへの対策強化を戦略の中心に置い
ている。
　また、我が国の口蹄疫清浄化に関連して、OIEの
専門家からなる口蹄疫ステータス評価アドホックグ
ループ及びOIE科学委員会が、それぞれ平成22年12
月及び平成23年２月に開催された。会議の結果を受
けて、平成23年２月４日（パリ現地時間）付けで我
が国の口蹄疫ワクチン非接種清浄ステータスの回復
が認められた。
ウ　鳥インフルエンザに関する会議
　高病原性鳥インフルエンザの世界的な広がりを背
景に、我が国の支援による鳥インフルエンザに関す
る各種国際会議が開催された。平成22年６月及び９
月には、それぞれOIE主催の第３回鳥インフルエン
ザ防疫体制強化プログラム専門家会合及び第3回鳥
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インフルエンザに関するインフォメーション・ネッ
トワーキング強化会議が東京で開催された。
エ　その他の国際会議
　このほか、我が国の支援による国際会議として、
平成22年６月には、第４回アジア太平洋地域GF-
TADs（越境性疾病の防疫のための世界的取組）ス
テアリング会合がタイのバンコクで開催され、獣医
サービスの能力向上や地域の連携強化等について議
論された。
オ　OIE連絡協議会
　OIEコードの作成又は改正について、産業界及
び学界における学識経験者、アニマルウェルフェ
ア関係者、消費者等と行政機関の間で継続的な情
報共有や意見交換を行う場として「国際獣疫事務
局（OIE）連絡協議会」を新たに立ち上げた。その
第一回目の会合は、平成22年５月に開催され、口蹄
疫コンパートメントなどについて意見交換が行われ
た。また、平成22年12月には、第２回会合が開催さ
れ、狂犬病やアニマルウェルフェアに配慮したブロ
イラー生産に関するOIEコード等について議論した。

⑷　植物防疫関係
　国際植物防疫条約（IPPC）とは、植物と植物製品
の病害虫の侵入とまん延を防止し、防除のための措置
を促進する共同の有効な行動を確保することを目的と
した多国間条約である。
　IPPCが定める基準等は、WTO/SPS協定では植物の
健康に関する国際基準と位置づけられており、WTO
加盟国は科学的に正当な理由がある場合を除き、植物
の健康に関する措置を講ずる場合にはIPPCが定める
基準等を基礎とする義務を負っている。
ア　植物防疫措置に関する委員会（IPPC総会：CPM）
　平成23年３月にイタリアで開催された、第６回
CPMに出席した。本委員会では、新規基準として
「ミバエ類のトラッピング」、「隔離検疫施設の設計
と運営」、及び３つの放射線照射基準（ISPM　№
28（規制有害動植物のための植物検疫処理）の付属
書）が採択された。また、既存の「ISPMNo.7：輸
出検疫証明システム」及び「ISPMNo.12：植物検疫
証明書」の改正が行われた。
イ　専門家会合
　平成22年４月及び11月にイタリアで開催された基
準委員会、９月にイタリアで開催された森林検疫に
関するテクニカルパネル（TPFQ）、10月にオース
トリアで開催されたミバエに関するテクニカルパネ
ル（TPFF）にそれぞれ出席した。
ウ　その他会議

　平成22年９月韓国で開催された、国際基準案に係
る地域作業部会及び、10月にイタリアで開催された
戦略計画及び技術支援に関する作業部会に出席した。

７　危機管理体制の整備

⑴　緊急時対応訓練の実施
　「農林水産省食品安全緊急時対応基本指針」（平成16
年２月公表）に基づき、農林水産省の職員が食品安全
に係る緊急事態等に円滑かつ的確に対応できるよう対
応体制の整備や、体制を検証するための緊急時対応訓
練等を実施することとしている。
　平成22年度は、食品安全に係る事件や事故が発生し
た事態を想定して、地方農政事務所等との情報連絡に
関する連携訓練を実施した。

⑵　消費者安全情報共有体制の整備
　平成21年９月に消費者庁が設置されるとともに、消
費者安全法が施行されたことから、現在、食品等の摂
取、施設及び製品の利用によって消費者の生命又は身
体に生ずる被害に関する情報を消費者庁に集約し、関
係府省で共有する体制が整備されている。消費者安全
法に基づいて通知された食中毒や健康食品による健康
被害等に関しては、消費者安全情報総括官会議が開催
され、関係府省間で情報共有が図られた。

第２節　消費者の信頼の確保

１　食品等の表示・規格

⑴　食品表示の重要性
　食品表示は、生産者と消費者を結ぶ接点であり、昭
和45年の品質表示制度の創設以降、消費者が日々安心
して食品を選択するための情報提供として、重要な役
割を果たしている。
　食品表示については、農林物資の規格化及び品質表
示の適正化に関する法律（昭和25年法律第175号。以
下「JAS法」という。）により定められている。同法
に基づく品質表示基準については、企画立案及び執行
について、農林水産省が所管してきた。
　平成21年９月に、消費者行政を一元的に推進するた
め消費者庁が設置されたことに伴い、品質表示基準の
企画立案及び執行について、農林水産省から消費者庁
に移管することとされたが、立入検査や製造業者等に
対する改善の指示等については、引き続き農林水産省
でも行うこととされた。

⑵　食品表示の監視
　食品表示の適正化に向けて、地方農政局等に食品表
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示監視担当職員（食品表示Ｇメン）を配置するととも
に、食品表示ウォッチャーによる日常の買い物の中で
の表示のモニタリングや食品表示110番を通じた情報
収集を行った。
　違反事業者に対しては、JAS法に基づき改善を指
示・公表することを基本とし、常習性がなく過失によ
る一時的なものであることが明らかであり、かつ、直
ちに改善方策を講じている場合には、指導を行うこと
としている。平成23年１月には、この事業者が行う
改善方策について、表示の是正を行っていることに加
え、事実と異なる表示があった旨を社告等の的確な方
法により速やかに情報提供していることを求めること
とする運用改善を行った。
　さらに、平成23年３月に発生した東日本大震災によ
り未曾有の被害が生じる中、消費者への飲食料品の供
給の確保を図る観点から、①震災地域で販売される食
品の表示、②震災地域外で販売される食品の表示のう
ち、消費者の誤認を招かない軽微な違いであって、正
確な店頭掲示があるもの、③ミネラルウォーター類の
表示のうち、消費者の誤認を招くような表示をしてお
らず、正確な店頭掲示があるものについて、JAS法に
基づく食品表示の取締りの対象外とする一時的な運用
緩和を行った。

⑶　JAS規格に関する取組
ア　JAS法施行規則の改正
　定期的なJAS規格の見直しや新たなJAS規格の制
定のプロセスの透明性を高め、より適切に利害関係
人の意見を反映するため、平成22年７月にJAS法施
行規則の改正を行い、JAS規格の制定等に関する計
画の作成・公表や、原案の作成等を内容とする、
JAS規格の制定と見直しに関する手続を明記した。
イ　食品の情報提供に関する取組
　食品に義務付けられている表示に加え、食品事業
者により自主的に行われている情報提供の取組に
ついて、「食品企業の商品情報の開示のあり方検討
会」が平成22年３月に取りまとめた報告書「消費者
への食品事業者の商品情報の提供のあり方につい
て」を踏まえ、食品事業者による消費者への商品情
報の提供についての規格等や基準の策定に必要な調
査を行った。
ウ　有機JAS規格に関する取組
　有機農産物のJAS規格において使用を禁止されて
いる資材の成分を踏まえ、一般に販売されている農
薬や肥料等のうち、有機で使用できるものについて
の判断を認定事業者や登録認定機関が容易にできる
よう、有機使用可能資材のリストを作成するための

判断基準の策定を行った。
　また、登録認定機関の検査員及び判定員の能力を
斉一化するため、有機農産物及び有機加工食品の実
地検査ハンドブックを作成し、検査員及び判定員に
対して実地研修等を行った。
エ　EU加盟諸国への有機農産物等の輸出
　平成22年６月から、欧州連合で販売する有機食品
を生産できる国のリストに日本が追加された。これ
により、JAS法に基づき有機JASマークが付された
有機農産物及び有機農産物加工食品（原材料も含め
て日本で生産されたもの）については、同リストに
掲載された登録認定機関による証明書を付ければ、
欧州連合の加盟諸国に「organic」等と表示して輸
出できるようになった。

２　トレーサビリティの普及

⑴　牛トレーサビリティの運用
　BSEのまん延防止措置の的確な実施や国産牛肉に対
する信頼の確保を目的として、国内で飼養されている
すべての牛を個体識別番号により一元管理するととも
に、生産から流通・消費までの各段階において当該個
体識別番号を正確に表示・伝達するため、平成15年６
月、「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」（平成15年法律第72号）（以下「牛ト
レーサビリティ法」という。）が公布された。
　生産段階については、牛の管理者等に対して、個体
識別番号を表示した耳標の装着及び出生・異動・死亡
等の届出が義務付けられた。
　流通段階については、食肉販売業者及び特定料理提
供業者（焼き肉店・しゃぶしゃぶ店・すき焼き店・ス
テーキ店）に対して、個体識別番号の表示・伝達及び
仕入・販売に係る帳簿の備付けが義務付けられた。
　地方農政事務所では、生産段階における耳標の装
着、届出の状況、流通段階における個体識別番号の表
示・伝達、帳簿の備付け等について、巡回調査及び立
入検査を実施した。また、流通段階における個体識別
番号の適正な表示・伝達を確認するため、と畜場から
照合用サンプルを採取・保管し、食肉販売業者等から
採取した調査用サンプルとの間で、DNA分析による
牛肉の同一性鑑定を実施した。
　不適正な届出を行っていた１件の管理者に対して、
牛トレーサビリティ法第５条に基づき農林水産大臣名
による催告及び公表、個体識別番号の不適正な表示を
行っていた９件の食肉販売業者に対して、牛トレーサ
ビリティ法第18条に基づき農林水産大臣名による勧告
及び公表を行った。
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⑵　食品トレーサビリティの推進
　都道府県における食品トレーサビリティの取組の普
及を確実に図るため、農業者等及び食品事業者を対象
としてセミナー・講習会や取組事例の収集等を行った。
　また、平成21年度に引き続き、入出荷記録に基づく
基礎的な取組に加え、ロット単位の追跡・遡及が可能
となるトレーサビリティの導入を検討している食品事
業者団体に対して、支援を行った。

３　リスクコミュニケーション等の推進

⑴　リスクコミュニケーション等の実施
　食品の安全の確保に関する施策に国民の意見を反映
し、その決定までの過程の公平性および透明性を確保
するため、以下のような取組を行った。
ア　意見交換会等の開催
　内閣府食品安全委員会、消費者庁及び厚生労働省
と協力しながら、消費者、生産者、食品事業者等の
関係者に正確でわかりやすい情報を積極的に提供
し、関係者との意見交換等に取り組んだ。

表８　開催実績
・植物検疫  2回
・動物検疫  1回
・食品安全セミナー  13回

イ　消費者など関係者との定期情報交換会
　消費者の視点に立った農林水産行政を展開するた
め、消費者団体との定期情報交換会を開催した。
ウ　地方農政局、地方農政事務所及び沖縄総合事務局
における取組
　シンポジウムや意見交換会等を開催するととも
に、パネリストや講師の派遣を行った。
ア　シンポジウムや意見交換会等の開催
　全国計　1,054回
イ　パネリストや講師の派遣　　　 
　全国計　2,051回

エ　日頃からの情報提供
　日頃から食の安全と消費者の信頼の確保に関する
情報を提供するため、農林水産省ホームページ上の
「消費・安全」を通じて、消費・安全局の取組に関
する情報を随時掲載した。
　また、農林水産省及び関係府省の食の安全と消費
者の信頼の確保に関するプレスリリースを一覧にし
たメールマガジン「食品安全エクスプレス」の配信
（月曜から金曜まで毎日配信）を行った（平成23年
３月末現在の登録者数：約１万５千通）。

⑵　消費者相談等の対応
ア　消費者相談の対応
　消費者相談の窓口として、本省、地方農政局、地
方農政事務所、沖縄総合事務局及び（独）農林水産
消費安全技術センターの「消費者の部屋」、「消費者
コーナー」の充実を図るとともに、本省と地方組織
を結ぶ農林水産省相談受付情報ネットワークシステ
ムを活用し、連携して相談対応（全国で8,965件）
を行った。また、相談結果等を月別にとりまとめた
「消費者の部屋通信」の発行を継続して行った。
イ　子ども相談電話等における対応
　子どもたちが食や農林水産業等について疑問に思
うことを気軽に相談できるよう、本省の「消費者の
部屋」に設置されている子ども相談電話等における
対応（262件）を行うとともに、小・中・高校生の
「消費者の部屋」への訪問（29校、361名）を受け入
れた。
ウ　特別展示等による情報提供
　「消費者の部屋」等において、各種資料の展示等
やテーマを定めた「特別展示」により、食料、農林
水産業・食品産業、農山漁村等について消費者へわ
かりやすい情報提供を行った。

第３節	 健全な食生活の実現に向
けた情報提供

　平成17年６月に制定された「食育基本法」に基づ
き、平成18年３月に食育推進基本計画が策定され、地
方自治体、関係機関・団体等多様な主体と連携・協力
し食育を推進してきた。
　しかしながら、生活習慣病有病者の増加、子どもの
朝食欠食、高齢者の栄養不足等、食を巡る諸課題への
対応の必要性は増しており、これまでの食育推進の成
果と課題を踏まえ、平成23年３月に第２次食育推進基
本計画（以下「基本計画」と言う。）が策定された。
　基本計画では、生涯にわたるライフステージに応じ
た間断ない食育の推進、生活習慣病の予防及び改善に
つながる食育の推進、家庭における共食を通じた子ど
もへの食育の推進が重点課題としてあげられた。

⑴　食育実践活動推進事業
　広域的、先進的であって、全国への波及効果が期待
できる食育活動に対して支援を行った。具体的には、
「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」
の実践を推進する団体を公募し、応募のあった団体
の中から７団体を事業実施主体に採択し、幼児を対象
とした親子セミナーの開催、小学校での出前授業の実
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施、バランス弁当コンテストの開催、大学生を対象と
したセミナーの開催、社員食堂での食育プログラムの
実施、小売店舗における食育イベントの開催、高齢者
を対象とした学習会の開催等を実施した。
⑵　地域における食育の推進（消費・安全対策交付金）
　地域における日本型食生活等の普及促進のために、
食育総合展示会等の開催、食育推進リーダーの育成及
び活動の促進、食育推進協議会の開催及び教育ファー
ムの取組等に対して、25都道県、３政令指定都市に交
付金を交付し、支援した。

⑶　マジごはん計画の推進
　食生活改善につながる情報発信を、次世代を担う若
者に受け入れられやすい形で行う「マジごはん計画」
を平成23年３月に立ち上げた。

第４節	 生物多様性を確保するた
めの遺伝子組換え農作物
等の使用等の規制

遺伝子組換え農作物等の適切な管理
　平成15年６月に公布され、平成16年２月19日に施行
された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生
物の多様性の確保に関する法律」（以下「カルタヘナ
法」という。）に基づき、遺伝子組換え農作物等の規
制措置を講じた。
　平成22年８月には、食品安全に関するリスク分析の
考え方を参考に、遺伝子組換え農作物の生物多様性へ
の影響を防止する観点からカルタヘナ法に基づいて科
学的に審査・管理するための、標準的な手順をまとめ
た「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審
査・管理に係る標準手順書」を作成、公表した。

⑴　第一種使用等
　遺伝子組換え農作物のほ場での栽培等、「環境中へ
の拡散を防止しないで行う使用等（第一種使用等）」
をしようとする者は、事前に使用規程を定め、かつ、
その使用等による生物多様性影響（野生動植物の種又
は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響等）
を評価した生物多様性影響評価書等を添付して主務大
臣（農林水産分野は農林水産大臣及び環境大臣）に提
出し、承認を受けることが義務付けられている。
　平成22年度においては、遺伝子組換え農作物14件に
ついて承認を行った。承認に際しては、標準手順書に
基づき、審査報告書を作成した上で、国民からの意見
を聴取し、意見について、適宜、反映した。

⑵　第二種使用等
　施設内における遺伝子組換え実験小動物の繁殖等、

「遺伝子組換え生物等の環境中への拡散を防止しつつ
行う使用等（第二種使用等）」をする者は、その拡散
防止措置（設備の要件等、環境中に遺伝子組換え生物
等が拡散することを防止するための措置）について、
「主務省令で定められている場合は当該措置をとるこ
と」及び「主務省令で定められていない場合は事前に
主務大臣（農林水産分野は農林水産大臣）の確認を受
けること」が義務付けられている。
　平成22年度においては、遺伝子組換え動物14件、遺
伝子組換え微生物３件について確認を行った。

⑶　未承認の遺伝子組換えパパイヤ対応
　平成22年12月、我が国で販売されていたパパイヤの
生果実及び苗に、カルタヘナ法に基づく承認を受けて
いない遺伝子組換え体が混入している可能性があると
の情報が得られた。これを受け、直ちに、科学的信頼
性の高い種子の検査法の開発に着手し、平成23年２月
から、確立した検査法を用いて、種苗会社の保有する
パパイヤ種子の検査や、海外から輸入されたパパイヤ
種子の水際検査を実施した。
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第１節	 国産農畜産物の競争力強
化に向けた生産面での取
組強化

　地方の自主性・裁量性を高める観点から、地域の実
情に応じて柔軟な対応が可能な仕組みである「強い農
業づくり交付金」を引き続き推進した。
　また、併せて、産地の農業収益力の向上に向け、国
が直接採択・支援する「産地収益力向上支援事業」を
新たに推進した。

１　強い農業づくり交付金

（産地競争力の強化に向けた取組）

⑴　事業の趣旨
　我が国農業は国民への食料の安定供給や地域社会の
活力の維持、国土及び自然環境の保全等といった多面
的かつ重大な役割を果たしている。
　一方、近年の消費・流通構造の変化に伴い、存在感
を増す外食産業や流通業界のニーズに対し、国産農畜
産物の生産・供給体制が対応しきれなくなったことに
よる輸入農産物の急速な代替の進行、それによる産地
の農業収益の減少等の問題が生じている。
　我が国農業の体質強化を図るためには、多様化する
消費者・実需者のニーズに適応した国産農畜産物の安
定供給体制を確立し、国産農畜産物のシェアの低下を
防ぎ、産地としての持続性を確保するといった産地の
競争力強化に向けた取組が非常に重要となっている。
　このため、国産農畜産物の競争力の強化や環境と調
和のとれた持続的な農業生産への転換に必要となる体
制整備を支援している。

⑵　取組の内容
　強い農業づくり交付金のうち産地競争力の強化の取
組においては、農畜産物の高品質・高付加価値化、作
付面積及び収量の増加、労働時間及びコストの削減、
農畜産業の環境保全といった目標を実現するために必
要となる取組を地域が自ら選択し、総合的に実施する
ことができる。
　なお、22年度においては、土地利用型作物、畑作

物・地域特産物、果樹、野菜、花き、地産地消、環境
保全、畜産周辺環境影響低減、地球温暖化対策、畜産
生産基盤育成強化、飼料増産、家畜改良増殖、食肉等
流通体制整備、穀類乾燥調製貯蔵施設等再編利用、集
出荷貯蔵施設等再編利用、農産物処理加工施設等再編
利用といった取組メニューを措置し、産地の競争力強
化に寄与する農畜産業共同利用施設の整備等を総合的
に実施した。

⑶　支援の仕組み
ア　事業実施主体は、地域で揚げる課題解決のため生
産性や品質の向上等に関する具体的な成果目標を掲
げ、地域の実情に応じて取組メニューを適切に組み
合わせて事業実施計画を策定し、都道府県へ申請す
る。
イ　都道府県知事は、事業実施主体より提出された事
業実施計画の内容を踏まえ、都道府県計画を作成
し、国へ提出。この場合において、都道府県は国と
成果目標の妥当性について協議する。
ウ　国は、毎年度予算の範囲内において、成果目標の
高さ等に応じ、本対策の実施、指導等に必要な経費
を都道府県へ交付する。
エ　都道府県は、自らの裁量により交付された額の範
囲内で、事業実施地区を採択できる。また、地区間
の配分を変更することもできる。
オ　国は、目標年度の翌年度において、成果目標の達成
状況を評価し、次年度の交付金の配分に反映させる。

⑷　予算額
ア　平成22年度予算額
　強い農業づくり交付金　144億円の内数

２　産地収益力向上支援事業

⑴　事業の趣旨
　近年の農産物価格の低迷、肥料等資材価格の高騰等
により産地の農業収益力が低下しており、地域経済全
体の低迷や食料供給力の減退を招くことが懸念されて
いる。
　このような状況を打破するためには、産地における
販売企画力、生産技術力及び人材育成力を強化すると
ともに、有機農業をはじめとする多様な消費者・実需

第６章　生　　産　　局
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者ニーズに対応した国産農畜産物を安定的に供給する
ことが重要である。
　このため、産地が自ら創意工夫を発揮して行う産地
改革の取組等を支援することによって、農業収益力の
回復・向上による産地活性化や先導的な産地体制の確
立を目指す。

⑵　事業の内容
　産地収益力向上支援事業は、産地が自ら事業計画等
を作成し、産地の農業収益力の向上に向けて産地段階
で販売企画力や生産技術力の強化等に取り組むほか、
産地における取組効果を最大限発揮させるため、全国
段階においても事業を実施することとしている。
　なお、平成22年度の地区段階の取組としては、一般
地区事業と有機農業地区事業があり、このうち一般地
区事業では推進活動やリースによる農業機械等の導
入、施設整備といった取組が22地区で実施され、有機
農業地区事業では推進活動や施設整備といった取組が
46地区で実施された。
　また、全国段階の取組としては、16の全国団体にお
いて農業所得が増大している産地事例の調査分析及び
情報提供や、有機農産物の生産者と実需者のマッチン
グなどの産地段階における収益力向上の取組の進展に
資する事業が実施された。

⑶　支援の仕組み
ア　事業実施主体は、産地の課題解決のために具体的
な成果目標を掲げ、その達成に向け、地域の実情に
応じた事業計画等を策定し、国に事業申請する。
イ　国は、事業実施主体から提出された事業計画等に
ついて、本事業の趣旨に合致した取組か、事業実施
要件は満たしているか、地元の同意がとれているか
等の内容を審査のうえ承認する。
ウ　事業実施主体は、承認された計画等に基づき、各
種関連対策との連携の下に事業を実施する。
エ　国は、目標年度の翌年度において、成果目標の達
成状況を評価し、目標達成度の低い事業実施主体に
対しては、改善計画の作成等の指導を実施する。

⑷　予算額
ア　平成22年度予算額
　産地収益力向上支援事業　　38億円

第２節　農産物の生産対策等

１　米生産対策

⑴　生産動向
　平成22年産水稲の作付面積は162万５千haで、前年

産並みであった。
　同年産水稲の収穫量は、登熟はおおむね平年を上
回って推移したものの、全もみ数がおおむね平年を下
回ったことに加え、関東・東山及び中国では登熟期間
の高温により、一部地域で白未熟粒等が多く発生し
たこと等から、全国で847万８千tと前年産並みとなっ
た。なお、全国の作況は98、10a当たりの収量は522㎏
であった。

⑵　生産対策
　米については、需要動向に即した計画的生産を図り
つつ、麦・大豆等と組み合わせた収益性の高い安定し
た水田農業経営の展開を進めること及び消費者・実需
者ニーズに応え、良質な米を安定的に供給しうる生産
流通体制の確立が重要である。
　このような課題に対応するため、稲・麦・大豆の土
地利用型作物を一体として捉え、共同利用施設の整備
による効率的な生産流通体制の構築や、合理的な作付
体系の導入・定着、老朽化・遊休化した施設の有効利
用のための再編整備等を推進した（強い農業づくり交
付金等）。
　また、稲作の規模拡大と生産コスト低減のため、生
産性や規模拡大の限界を打ち破る直播栽培技術等の生
産技術を組み合せた技術体系の確立・普及を推進した。
　　平成22年産水稲については、北・東日本中心に、
多くの地点で、夏の平均気温が統計開始以来最も高い
記録的な猛暑となり、９月中旬まで継続したことか
ら、高温障害による著しい品質低下が発生した。この
ため、高温適応技術の実施状況とその課題、当面の
対応となる生産対策・技術指導、中長期の対応となる
研究開発の状況と今後の課題を『高温適応技術レポー
ト』として取りまとめ、次年度以降に向けて普及指導
員等が技術指導等を行う際の参考として活用出来るよ
う、広く普及した。
　このほか、食の安全・安心の確保を図るため、玄米
中のカドミウムについては、消費安全部局等との連携
の下、出穂期前後の湛水管理によるカドミウム吸収抑
制技術の普及を推進した。

２　麦生産対策

⑴　生産動向
　平成22年産麦の作付面積は、４麦計26万６千ha
で、前年産並みであった。
　収穫量については、北海道における出穂期から収穫
期までの高温や降雨の影響に加え、九州地域を中心と
した生育期間における降雨の影響、春先の低温及び日
照不足の影響等により、10a当たり収量が前年産を下
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回ったことから、４麦計で73万２千tで、前年産に比
べて12万１千t減少した。このうち、小麦は57万１千t
で前年産に比べて10万３千t減少した。

⑵　生産対策
　小麦については、日本めん用の小麦の需要に対する
国産小麦の国内シェアが、すでに６割に達しているこ
とから、今後、国産小麦の伸びる余地が大きいパン・
中華めん用の生産拡大を図る必要がある。
　他方、大麦・はだか麦については、焼酎用途の供給
拡大など実需者ニーズに対応した安定供給体制を確立
することが重要である。
　このような課題に対応すべく、平成21年度に創設し
た自給力向上戦略作物等緊急需要拡大対策事業によ
り、①パン・中華めん用小麦品種の作付けを拡大する
取組、②需要の裾野を拡大するため、実需者と結びつ
いた新商品開発等の取組の推進を通じ、麦の生産振興
を図った。　　
　さらに、稲・麦・大豆の土地利用型作物を一体とし
て捉え、共同利用施設の整備による効率的な生産流通
体制の構築や合理的な作付体系の導入・定着、老朽
化・遊休化した施設の有効利用のための再編整備等を
推進した。（強い農業づくり交付金等）（再掲）

３　大豆生産対策等

⑴　生産動向
　22年産大豆の作付面積は、一部の道県で麦あと大豆
の作付や飼肥料作物等からの作付転換による増加がみ
られたものの、新規需要米等の他作物への転換や、生
産者の高齢化に伴う労働力不足等により、前年産に比
べ7,700ha（５％）減少し、13万7,700haとなった。
　また、収穫量については、10a当たり収量は前年産
を上回ったものの、作付面積が前年産に比べて減少し
たことから、7,400t（３％）減少し、22万2,500tとなった。

⑵　生産対策
　国産大豆は、気象条件等の影響により作柄が大幅に
変動し、供給量や販売価格が乱高下することから、実
需者の求める品種・品質の大豆を安定的に生産・供給
することが急務となっている。
　このため、平成21年度に創設した自給力向上戦略的
作物等緊急需要拡大対策事業により、①新たに開発さ
れた作柄安定技術である大豆300A技術を導入する取
組、②生産者と実需者の安定的な取引関係を構築する
ための契約栽培の取組、③需要の裾野を拡大するた
め、実需者と結びついた新商品開発等の取組の推進を
通じ、大豆の生産振興を図った。

４　野 菜 対 策

⑴　生産・輸出入動向
ア　野菜の生産動向
　平成22年産野菜について、作付面積では、レ
タス（300ha増）やこまつな（200ha増）、にんに
く（100ha増）など増加した品目は一部にあるもの
の、だいこん（700ha減）やごぼう（500ha減）、す
いか（400ha減）、はくさい、ほうれんそう、きゅ
うり、さやいんげん（ともに300ha減）などで減少
したことから、前年に比べ４千ha減少し、432千ha
となった。
　生産量では、２月から４月にかけての低温・日照
不足、７月から８月の高温・干ばつ等の影響によ
り、特にたまねぎ、だいこんの収穫量が減少したた
め、野菜全体では前年に比べ594千t減少し、11,741
千tとなった。

表１　平成22年産主な野菜の作付面積、収穫量及び出荷量

作付面積 収穫量 出荷量
百ha 千t 千t 百ha 千t 千t

根菜類
だいこん 357 1,496 1,175 △ 7 △ 97 △ 75
かぶ 50 145 117 △ 2 △ 10 △ 8
にんじん 190 596 527 0 △ 54 △ 50
ごぼう 88 161 136 △ 5 △ 12 △ 10
れんこん 40 60 50 0 △ 2 △ 2
さといも 138 168 104 △ 3 △ 14 △ 8
やまのいも 76 173 142 △ 3 6 7

葉茎菜類
はくさい 183 889 701 △ 3 △ 35 △ 18
こまつな 61 99 85 2 1 2
キャベツ 333 1,360 1,193 1 △ 25 △ 18
ちんげんさい 24 48 43 0 △ 3 △ 1
ほうれんそう 221 269 221 △ 3 △ 17 △ 13
ふき 7 14 12 0 △ 1 0
みつば 11 16 15 0 △ 1 △ 1
しゅんぎく 23 35 28 0 △ 3 △ 2
セルリー 6 32 31 △ 1 △ 5 △ 4
アスパラガス 65 31 27 0 0 0
カリフラワー 13 23 18 △ 1 △ 1 △ 2
ブロッコリー 134 129 114 0 △ 12 △ 11
レタス 209 538 501 3 △ 12 △ 9
ねぎ 231 478 376 0 △ 30 △ 24
にら 22 64 57 △ 1 △ 3 △ 3
たまねぎ 240 1,042 915 0 △ 119 △ 107
にんにく 22 20 13 1 0 0

果菜類
きゅうり 121 588 495 △ 3 △ 32 △ 29
かぼちゃ 180 221 172 △ 2 7 9
なす 103 330 247 △ 1 △ 19 △ 16
トマト 123 691 614 △ 1 △ 27 △ 20
ピーマン 34 137 118 0 △ 6 △ 4
スイートコーン 253 235 186 △ 2 △ 1 2
さやいんげん 68 45 29 △ 3 △ 6 △ 4
さやえんどう 41 26 17 △ 1 △ 2 △ 1
そらまめ 23 20 14 0 0 0
えだまめ 132 71 51 △ 1 △ 2 0

香辛野菜
しょうが 20 54 42 0 1 2

果実的野菜
いちご 62 178 162 △ 2 △ 7 △ 6
メロン 86 188 170 △ 3 △ 11 △ 11
すいか 117 369 315 △ 4 △ 21 △ 19
資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」、
　　　　「平成22年産春野菜、夏秋野菜等の作付面積、収穫量及び出荷量」、
　　　　「平成22年産秋冬野菜、指定野菜に準ずる野菜等の作付面積、収穫量及び出荷量」

( 前 年 産 増 減 )
出荷量収穫量作付面積品目

 

 



第６章　生　　産　　局― 124 ―

イ　野菜の輸出入動向
　平成22年の輸出金額は、前年比105％の10,006
百万円と増加した。このうち、生鮮野菜の輸出金額
は台湾向けのながいも、香港向けのかんしょ、香港
及び台湾向けのいちごが増加したことにより、前年
比110％の2,689百万円であった。
　平成22年の輸入量は、前年比115％の208万tと増
加した。このうち、生鮮野菜の輸入量は、たまねぎ
等の輸入量が増加したことにより、前年比133%の
81万tに増加した。また、野菜加工品の輸入量は、
前年比106％の126万tと増加した。

⑵　生産・流通対策
　輸入品の使用割合が増加している加工・業務用野菜
について、国産野菜の仕向け量の増加を図るため、国
産野菜の安定供給体制の構築を推進した。
　また、流通コストの低減を図るため、広域的な集荷
による効率的・合理的な流通システムの構築を支援し
た。
　さらに、一層の低コスト化、高付加価値化等を通じ
て、輸入野菜との品質・価格競争に打ち勝つ力強い生
産・供給体制の構築を推進した。
ア　加工・業務用需要への的確な対応に向けた取組
　加工・業務用国産野菜の仕向け量増加を図るた
め、生産者・中間事業者・食品製造業者等が一体と
なった供給連鎖（サプライチェーン）構築のための
取組や、生産現場での品種・栽培技術等についての
実証試験や契約取引を推進する産地指導者育成のた
めの研修会の実施等を支援した。また、実需者ニー
ズに対応した冷凍等の一次加工施設、集出荷貯蔵施
設等の整備を支援した。
　　（予算額
　　　 農業所得向上新分野支援対策事業のうち
　　　 国産原材料サプライチェーン構築事業

2,879百万円）
イ　国産野菜の流通コスト低減に向けた取組
　国産野菜の流通コスト低減に向けて、生産者と流
通業者が一体となった広域流通体制の構築のための
取組を支援した。
　　（予算額
　　　 農業所得向上新分野支援対策事業のうち
　　　 青果物広域流通システム構築事業

461百万円）
ウ　野菜産地の競争力強化に向けた取組
ア　生産・流通コストを一層削減した野菜生産・供
給を推進するため、施設における初期コストを低
減するための低コスト耐候性ハウスや流通の合理

化に向けた集出荷貯蔵施設等の整備を支援した。
　　　（予算額　
　　　　 強い農業づくり交付金

14,385百万円の内数）
イ　野菜産地の収益力を向上させるため、産地内外
の農業関係者が集結した協議会により策定した産
地収益力向上プログラムに基づき、販売企画力、
生産技術力、人材育成力の強化を図る取組及びそ
れに必要な施設整備等を支援した。

　　　（予算額
　　　　 産地収益力向上支援事業

3,813百万円の内数　
　　　　 農畜産業機械等リース支援事業

2,742百万円の内数）
ウ　高温等の被害を受けた産地において安定的な農
業生産を行うため、異常気象の影響を緩和する効
果の高い資材の導入等を支援した。　

　　　（予算額　
　　　　 異常気象対応型園芸産地強化事業

2,500百万円の内数）
⑶　価格動向と需給・価格安定対策

ア　野菜の価格動向
　野菜は、国民消費生活上不可欠なものであるが、
気象条件の影響を受けて作柄が変動しやすい上に、
保存性にも乏しいため、価格が変動しやすい特性を
持っている。
　平成22年の野菜価格は、２月から４月にかけての
低温・日照不足、７月から８月の高温・干ばつ等の
影響により、指定野菜14品目では価格が年間を通じ
て高値で推移した。特に産地の切り替わり時期であ
る４月にはキャベツが平年価格の200%、11月には
レタスが平年価格の400％を超えた。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成20年 142 172 182 175 159 173 137 145 158 150 152 160

平成21年 165 151 182 181 169 160 160 199 154 124 131 146

平成22年 173 186 188 236 172 170 175 190 203 191 202 154

平年 164 166 177 175 157 150 156 165 159 141 135 150

資料：東京中央市場青果卸売会社協会「東京都中央卸売市場における野菜の市場別入荷数量及び価格

注：平年とは、過去５カ年（平成17～21年）の月別価格の平均値である。
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表２　指定野菜（14品目）の卸売価格の動向
（東京都中央卸売市場）
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イ　需給安定対策
　「指定野菜の需給ガイドライン」及び「指定野菜
の必要入荷量の見通し」を策定し、これらを踏まえ
生産出荷団体等が作成した供給計画に基づく生産・
出荷を推進した。
　２月から４月にかけての全国的な低温・日照不足
により生育が遅れ、野菜価格は高騰した。このた
め、４月16日に生産出荷団体に対して出荷の前倒し
等の要請をするとともに、４月下旬にキャベツ及び
たまねぎの緊急需給調整（前倒し：132t）が実施さ
れた。
　一方、７月には夏はくさいの加工業務用向けの販
売不振が続き卸売価格が低迷したことから、全国生
産出荷団体等から届出があり、７月中下旬に緊急需
給調整（市場隔離：1,371t）が実施された。
ウ　野菜価格安定制度
ア　指定野菜価格安定対策事業
　野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）
に基づいて、一定の面積規模等を満たす野菜指定
産地から出荷される指定野菜の価格の著しい低落
が生産者の経営に及ぼす影響を緩和するために、
独立行政法人農畜産業振興機構が生産者補給交付
金等を交付する事業を実施し、国は、この資金造
成に要する経費について助成を行った。
イ　特定野菜等供給産地育成価格差補給事業
　野菜生産出荷安定法に基づいて、野菜の需給及
び価格の安定上重要な指定野菜に準ずる野菜（特
定野菜）並びに野菜指定産地への計画的な育成を
推進する野菜産地及び中山間地域の野菜産地等か
ら出荷される指定野菜について、都道府県の野菜
価格安定を目的とする公益法人（以下、「野菜価
格安定法人」という。）が価格差補給交付金等を
交付する事業を実施し、国は、これに要する経費
について、独立行政法人農畜産業振興機構を通じ
て助成を行った。
ウ　契約野菜安定供給事業
　野菜生産出荷安定法に基づいて、加工業者、外
食業者、量販店等の実需者との契約取引を行う生
産者に対して、契約取引に係る価格・収量変動の
リスクを軽減するため、独立行政法人農畜産業振
興機構が契約指定野菜安定供給事業を実施し、国
は、この資金の造成に要する経費について助成を
行った。
　また、野菜価格安定法人が契約特定野菜等安定
供給事業を実施し、国は、これに要する経費につ
いて、独立行政法人農畜産業振興機構を通じて助

成を行った。
　　　（予算額　
　　　　 野菜生産出荷安定資金造成費

9,060百万円）
⑷　消費拡大対策

　野菜の消費拡大を推進するため、①子供の野菜嫌い
をなくすための食育体験による野菜摂取拡大活動の推
進、②成人を対象とした企業における野菜摂取普及啓
発活動の推進、③国産野菜の情報提供による普及啓発
活動の推進等を実施した。
　（予算額　
　　 食育実践活動推進事業

268百万円の内数）

５　果 樹 対 策

⑴　生産・輸出入動向
ア　果樹の生産動向
　平成22年産の果樹栽培面積は前年に比べ3,800ha
減少し、247千haとなった。主な品目については、
みかん（1,000ha減）、りんご（600ha減）、かき
（400ha減）をはじめ、全般的に減少した。
　また、平成22年産の果実生産量は、前年産に比
べて50万t減少し、294万tとなった。これは、うら
年となったうんしゅうみかんが22万t減少したこと
や、りんごが梅雨明け以降の高温・少雨の影響によ
り、小玉傾向となったこと（６万t減）等による。

表３　平成22年産主な果実の栽培面積、収穫量及び出荷量

イ　果実の輸出入動向
　平成22年の輸出金額は、前年比110％の11,351
百万円と増加した。このうち、生鮮果実の輸出金額
は、台湾及び香港向けのりんご、香港向けのももが
増加したことにより、前年比109％の8,801百万円で
あった。
　平成22年の輸入量は、前年比98％の253万tと減少
した。このうち、生鮮果実の輸入量は、オレンジが
前年比116%の11万tと増加した一方、バナナが前年

栽培面積 収穫量 出荷量
百ha 千t 千t 百ha 千t 千t

み か ん 489 786 700 △ 10 △ 217 △ 193
その他かんきつ類 284 - - △ 3
り ん ご 405 787 698 △ 6 △ 59 △ 53
日 本 な し 144 259 239 △ 3 △ 59 △ 54
西 洋 な し 18 26 23 0 △ 7 △ 6
か き 232 189 155 △ 4 △ 69 △ 57
び わ 17 6 5 0 △ 1 △ 1
も も 109 137 126 △ 1 △ 14 △ 13
す も も 32 21 18 △ 1 0 0
お う と う 49 20 18 0 3 3
う め 180 92 80 △ 2 △ 23 △ 20
ぶ ど う 190 185 169 △ 4 △ 17 △ 16
く り 225 24 17 △ 4 2 2
パ イ ン ア ッ プ ル 5 9 8 0 △ 1 △ 1
キ ウ イ フ ル ー ツ 24 27 22 △ 1 △ 9 △ 8
資料：栽培面積は「耕地及び作付面積統計」、収穫量及び出荷量は「果樹生産出荷統計」
注：パインアップルの収穫量及び出荷量は沖縄県のみ

品目 栽培面積 収穫量
前年産増減

出荷量
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比89%の110万９千tと減少したため、全体では前年
比95%の181万４千tと増加した。
　また、果実加工品の輸入量は、オレンジ果汁が前
年比112%の８万９千t、りんご果汁が前年比97％の
７万９千t、ぶどう果汁が前年比101%の４万８千t
等となり、全体では前年比107％の71万９千tと増加
した。

⑵　果樹産地の強化
　果樹産地の構造改革を進めるため、目指すべき産地
の姿とそれを実現するための戦略を内容とする「果樹
産地構造改革計画」の産地自らによる策定を推進し
た。また、平成19年度より始まった果樹経営支援対策
事業により、果樹産地構造改革計画に基づき、担い手
や産地が行う前向きな取組（優良品目・品種への転
換、園地整備、大苗育苗ほの設置等）を支援した。ま
た、果樹産地の競争力強化を図るため、強い農業づく
り交付金により、農産物処理加工施設、集出荷貯蔵施
設等の整備を支援した。この他、高温等の被害を受け
た園芸産地が、高温など異常気象の状況下でも安定的
に農業生産を可能とするための支援を行った。
　（予算額　
　　 果樹対策事業

8,763百万円の内数
　　 強い農業づくり交付金

14,385百万円の内数
　　 異常気象対応型園芸産地強化事業

2,500百万円）
⑶　需給安定対策

　果実の需給安定を図るため、次の事業を実施した。
ア　果実計画生産推進事業
　うんしゅうみかん及びりんごについて、生産出荷
計画の作成、摘果等による生産量の調整による需給
安定対策を実施した。
　平成22年産は、うんしゅうみかんはうら年を勘案
し、りんごは平年並みの水準と見込み、適正生産出
荷見通し（適正生産量：うんしゅうみかん90万t、
りんご85万t）を策定した。これをもとに、全国、
道府県、産地の段階でそれぞれ生産出荷目標を策定
するとともに、各産地では、摘果等による適正生産
量の達成に向けた取組が推進された。
　　（予算額　
　　　 果樹対策事業

8,763百万円の内数）
イ　緊急需給調整特別対策事業
　緊急需給調整特別対策事業は、うんしゅうみかん
及びりんごについて、適切な需給調整を実施したに

もかかわらず、一時的な出荷集中により、価格が低
下した場合等において、生産者団体主導により生食
用に集荷された果実を加工用に仕向ける際に要する
経費を助成するものであるが、平成22年産について
は、著しい価格低下がなかったことから、本事業は
発動されなかった。
　　（予算額　
　　　 果樹対策事業

8,763百万円の内数）
⑷　加工・流通対策

　食の簡便化等により、加工・業務用需要は高まって
いるが、加工・業務用果実は主に輸入品が占めてい
る。一方で、消費者の安全性へのニーズの高まり等か
ら国産果実の需要が高まっており、これに対応する安
定的な供給体制の構築を推進した。
ア　加工・業務用需要への対応
　加工・業務用国産果実の仕向け量増加を図るた
め、生産者・中間事業者・食品製造業者等が一体と
なった供給連鎖（サプライチェーン）構築の取組に
対して支援した。
　　（予算額
　　　 農業所得向上新分野支援対策事業のうち
　　　 国産原材料サプライチェーン構築事業

2,879百万円）
イ　国産果実加工需給安定化緊急支援対策事業
　長期契約に基づく加工用果実の出荷の促進、コス
トの低減及び販路の確保に向けた取組に対して支援
した。

（助成枠　492百万円）
⑸　消費拡大対策

　食育の取組と連携を図りつつ、科学的知見に基づく
正しい果実の健康機能性等の情報提供を行う「毎日く
だもの200グラム運動」を推進し、果実の旬の時期に
集中して、①小学生を対象とした出前授業、作文・壁
新聞コンクール、②大学生等を対象とした果物セミ
ナー、③朝食を欠食しがちな若者を対象とした量販店
等における朝食欠食改善推進活動等の訴求対象を絞っ
た取組を実施した。
　（予算額　
　　 食育実践活動推進事業

268百万円の内数）

６　花きの産業振興対策

⑴　生産動向
　平成21年産の花きの生産の動向は表４のとおりであ
る。
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表４　平成21年産の花きの生産の動向

品　目 作付面積
ha 出荷数量 生産額

億円

切 り 花 類 16,500
（98）

4,551,000
（96）

（千本） 2,136
（97）

鉢 も の 類 1,870
（95）

268,800
（95）

（千鉢） 944
（94）

花壇用苗もの類 1,607
（98）

775,000
（100）

（千鉢） 317
（95）

花 木 類 6,047
（87）

129,914
（94）

（千本） 293
（92）

球 根 類 538
（95）

166,200
（106）

（千球） 27
（90）

芝 類 6,073
（93）

4,474
（94）

（ha） 65
（98）

地 被 植 物 類 121
（89）

88,504
（180）

（千鉢･千本） 44
（89）

合 計 32,756
（94）

－
（－）

3,826
（95）

注：（　）の数字は前年比、単位は％

⑵　産業振興対策
　平成22年４月に見直しを行った「花き産業振興方
針」に即して次の諸対策を実施した。
ア　花きの生産・流通に関する施策
　花き産地の生産・流通コストの低減、ブランド花
きの生産供給体制の構築等の取組を推進するため、
低コスト耐候性ハウスの整備等の取組を支援した。
　　（予算額　
　　　 強い農業づくり交付金

14,385百万円の内数 
　　　 産地収益力向上支援事業

3,813百万円の内数）
イ　花きのある生活の実現に向けた取組の推進
　無購買層・低購買層に消費を促すため、花きに関
する知識の普及を図るとともに、子どもが花きに触
れる機会を通じて、やさしさや美しさを感じる気持
ちを育む「花育」の推進に必要な取組の支援を行っ
た。
　　（予算額　

花き産業活性化事業　24百万円）
ウ　国産花きの強みを活かせる生産・出荷体制の構築
　消費者の関心が高い「日持ちの良さ」を取り入れ
た販売方法の実証を踏まえ日持ち保証販売を推進す
るためのマニュアルの作成を行うとともに、品質の
高さ等の商品情報を消費者に的確に提供できるよう
なネットワーク構築整備の促進等を実施した。
　　（予算額
　　　 産地収益力向上支援事業（ソフト）

1,629百万円の内数）
エ　花き産業振興総合調査
　花き関係の基礎データの整備のための調査・分析

を行った。
（予算額　４百万円）

７　甘味資源作物の生産対策

⑴　甘味資源作物の生産動向
　てん菜の生産は、昭和60年以降、北海道農業団体に
よる作付指標面積の設定等により、需要の動向に即し
た計画生産が行われており、平成22年産の作付面積
は、６万2,600ha（前年比97％）であった。また、10a
当たり収量は、生育期間における高温及び多雨の影響
により、かっ班病、黒根病等が多発したため、4.94t
（同87％）、生産量は309.0万t（同85％）となり、平年
を大きく下回る（平年比74％）水準となった。
　さとうきびについては、平成22年産の収穫面積は
２万3,200ha（前年比101％）となった。10a当たり収
量は、日照不足の影響や台風被害があったため、鹿
児島県、沖縄県両県平均で6.3t（前年比96％）（鹿児
島県：6.2t（同100％）、沖縄県：6.4t（同93％））と
前年（平年比110%）を下回ったものの、生産量は、
1,469万t（前年比97％）となり、平年を上回る（平年
比106％）水準となった。

⑵　てん菜生産振興対策
　てん菜は、北海道畑作農業における基幹的な輪作作
物であるとともに、地元のてん菜糖製造事業者で製糖
されるなど地域経済上重要な役割を担っており、その
生産振興に当たっては、需給に応じた計画的な生産を
行うとともに、砂糖の内外価格差の縮小が強く求めら
れる中で、生産コストの一層の低減等が必要となって
いる。
　このため、平成22年度については、生産性限界打破
モデル実践事業において、直播栽培の導入による省力
化について支援を行った。

⑶　さとうきび生産振興対策
　さとうきびは、台風、干ばつ等の自然災害の常襲地
帯にある鹿児島県南西諸島及び沖縄県の農業における
基幹作物であるとともに、さとうきび産地に立地した
甘しゃ糖製造事業とも相まって地域経済上重要な役割
を担っている。その生産振興に当たっては、地域の担
い手を中心とする生産組織の育成等を進めるととも
に、砂糖の内外価格差の縮小が強く求められる中で、
生産性や品質の向上等が必要となっている。
　このため、平成22年度については、さとうきび安定
生産確立対策事業において、機械化一貫体系確立のた
めのハーベスター等の導入、かん水設備の整備等の支
援、生産性限界打破モデル実践事業において、夏植型
秋収穫栽培体系の確立に向けた実証事業を行った。
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８　特産農産物の生産振興対策

　いも類、雑豆、落花生、工芸作物等の特産農産物は
地域農業において極めて重要な地位を占めているが、
その多くは加工原料用需要であるため、海外産品との
競合等により需要が伸び悩んでいるものが多いこと等
から、需要の動向に沿った計画的生産を推進し、生産
性及び品質の一層の向上を図ることが重要な課題と
なっている。
　これら特産農産物の生産動向及び振興対策は次のと
おりである。

⑴　特産農産物の生産動向
ア　いも類
　平成22年産かんしょの作付面積は、全国的に農家
の高齢化に伴う労働力不足等により800ha減少し、
３万9,700ha（前年産対比98％）となった。また、
10a当たり収量は、主産地の鹿児島県において、４
月中旬から５月下旬の低温や６月中旬から７月中旬
の降雨の影響によりいもの肥大が抑制されたことな
どから2,180kg（同86％）と大きく減少し、生産量
は86万４千t（同84％）となった。
　平成22年産ばれいしょの作付面積は、主産地の
北海道における他作物への転換等により600ha減少
し、８万2,500ha（同99％）となった。また、10a当
たり収量は、主産地である北海道において７月以降
の高温・多雨の影響により小玉傾向等となったこと
などから、2,780kg（同94％）となり、生産量は229
万t（同93％）となった。
　なお、地域別には、北海道産175万３千t（同93
％）、都府県産53万７千t（同95％）となった。
イ　雑豆、落花生
　雑豆は、小豆、いんげん、えんどう、そら豆、さ
さげ等の総称であって、大豆、落花生及び緑豆は除
かれる。平成22年産の雑豆の作付面積は、小豆３万
700ha（前年比３％減）、いんげん１万1,600ha（同
４％増）であった。
　生産量については、小豆、いんげんともに、主
産地である北海道等において、10a当たり収量が前
年を上回ったことから、小豆で５万4,900t（同４％
増）、いんげんで２万2,000t（同38％増）となった。
　落花生は、作付面積は7,720ha（同２％減）であっ
た。生産量は、茨城県及び千葉県において、７月下
旬から８月下旬までの小雨の影響等により、10a当
たり収量が前年を下回り、１万6,200t（同20％減）
となった。
ウ　茶

　平成22年の茶栽培面積は、前年に比べ500ha減の
４万6,800ha（前年比98.9％）となった。
荒茶生産量は、３月下旬～４月の低温・降霜等の影
響から、８万５千t（同98.8％）となった。
また、輸出は2,287t（同112％）で、うち緑茶が
2,232t（同114％）であった。一方、輸入は４万
3,274t（ 同108 ％） で、 う ち 緑 茶 が5,906t（ 同
101％）、紅茶が１万9,757t（同114％）、その他の茶
が１万7,611t（同105％）であった。
エ　その他の特産農産物
　平成22年のその他の特産農産物の生産量は、そば
が２万9,700t（前年比194％）、いぐさが主産県（熊
本県、福岡県）で１万1,500t（同80%）、こんにゃく
いもが主産県（群馬県、栃木県）で６万4,600t（同
103%）、ホップが363t（岩手県他･同120%）であった。

⑵　特産農産物振興対策
　地域の諸条件及び消費者・実需者ニーズに対応し
た、生産性の高い効率的かつ安定的な産地の形成、い
も類、雑豆、落花生、工芸作物等の生産性及び品質の
向上等を図るため、担い手を中心とした生産から流通
まで一貫した高度な産地体制の構築、消費者・実需者
との連携体制の整備、特色ある産品の開発、低コスト
化、高品質化の推進に必要な新技術・新品種の導入・
実証等を推進した（強い農業づくり交付金）。
ア　いも類、雑豆、落花生、茶等畑作物
　それぞれの畑作物が抱える具体的な課題とその取
組方法を地域として明確にし、輸入品との競合、消
費者・実需者ニーズの多様化、価格の低迷、農業者
の高齢化等現在の畑作物をめぐる厳しい環境に対応
できるよう、持続的な生産システムの構築、消費
者・実需者が望む品質への向上及び一層の低コス
ト化を図り、生産・流通・加工体制の整備を推進し
た。また、ばれいしょについては、加工用ばれい
しょの省力高品質生産体系の確立を推進した。
イ　そば、いぐさ、こんにゃくいも等地域特産物
　地域特産物の、安定的な生産・供給や輸入品との
差別化を図るため、低コスト化、付加価値の向上及
び産ブランド産地の確立並びに新技術及び新品種・
新作物の導入等を推進し、地域特産物産地の育成を
図った。

⑶　特定畑作物等対策
　雑豆、落花生、こんにゃくいも、かんしょ及びばれ
いしょ並びにこれらの加工品について、消費動向の調
査、新規用途の開発・普及等を推進した。
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９　蚕糸業振興対策

⑴　蚕糸業の動向
　我が国の養蚕業は中山間・畑作地域の農業経営にお
ける重要な作目として、また、製糸業は養蚕業と絹業
を結ぶ仲立ちとして、ともに地域経済に重要な役割を
果たしている。
　しかしながら、養蚕農家数、繭の生産量は大幅に減
少し、それに伴い生糸生産量も減少してきている。ま
た、長期にわたる「きもの」離れに加え、安価な絹製
品の輸入の増加等により、生糸価格は低迷している。
ア　養蚕概要
　養蚕農家の高齢化、後継者不足による労働力事情
の悪化、生糸価格の低迷等により、飼育を中止する
農家や掃立規模を縮小する農家が増加したため、平
成22年度の収繭量は265t（前年比81％）であり、蚕
期別にみると春繭は107t（同87％）、初秋繭は60t（同
70％）、晩秋繭は98t（同83％）であった。
イ　生糸需給
　平成22生糸年度（平成22年６月～ 23年５月）
の生糸供給量は、期初在庫数量3,661俵（前年比
88％）に、国内生産量814俵（同79％）、輸入数量
12,172俵（同95％）を加え、16,647俵（同92％）で
あった。他方、需要量は、国内生糸引渡数量13,648
俵（同95％）であったため、期末在庫数量は2,999
俵（同82％）となった。

⑵　蚕糸・絹業提携支援緊急対策
　蚕糸対策については、従来、「生糸の輸入に係る調
整等に関する法律」（昭和26年法律第310号。以下「生
糸輸入調整法」という。）に基づき、独立行政法人農
畜産業振興機構が生糸の輸入時に徴収する輸入糸調整
金及び国費を財源として、養蚕農家の繭代を補てんす
ることにより国産生糸の競争力を確保し、蚕糸業の経
営安定を図ってきた。
　しかしながら、国内の和装需要の減退、安価な生糸
や二次製品の輸入の増大等による生糸価格の低迷等が
続き、農家数、生産量等の減少に歯止めがかからず、
このままでは産業として消滅しかねない危機的状況に
陥ったことから、平成18年５月に「今後の蚕糸業の在
り方に関する検討会」を設置し、平成19年３月に新し
い蚕糸業振興対策の展開方向についての報告の取りま
とめを行った。
　この報告に沿い、平成20年４月11日付けをもって生
糸輸入調整法を廃止するとともに、繭代補てんによる
蚕糸対策を転換し、今後は、繭・生糸の生産から最終
製品に至る加工まで一貫して国内で行われた希少性の

ある「純国産絹製品」を国産ブランドとして確立する
とともに、川上（蚕糸業）と川下（織物業、流通業
等）が提携グループを構築し、①消費者にとって魅力
のある純国産絹製品づくりを行い、②その製品を消費
者に適正な価格で購入してもらい、③その収益をグ
ループ内で川上・川下業者が適正に配分する仕組みを
確立することにより、蚕糸・絹業双方の持続的発展を
図ることとした。
　このため、平成19年度補正予算により35億円を措置
し、公募により決定した（財）大日本蚕糸会に蚕糸・
絹業提携支援緊急対策基金を造成するとともに、これ
を取り崩し、平成19年度（平成20年２月）から、新た
な対策として「蚕糸・絹業提携支援緊急対策事業」を
開始したところである。
　この事業では、①各事業者が提携グループ作りの準
備をし、平成23年度末までに提携システムに移行する
こと、②移行して３年間（25年度末まで）は、各グ
ループが行う純国産絹製品の試作品の作成、販売促
進、繭・生糸の生産から最終製品の販売までの品質向
上やブランド化のための取組等に必要な助成金を交付
すること、③養蚕農家が提携グループに移行するまで
の間、経過措置として従来と同様、繭代を補てんする
こととしており、平成25年度の事業終了時には全ての
養蚕農家が提携システムに参画し、持続的な蚕糸業を
確立することとしている。

⑶　繭・生糸の国境措置
　繭については、平成７年４月のWTO協定実施に伴
い、事前確認制から関税割当制度に移行している。
　一方、生糸については、平成７年度に関税相当量を
支払えば誰でも輸入できる仕組みになったが、同時
に、絹業者の経営の安定を図るため、生糸の総需要量
に対して国内生産量では不足する数量について関税相
当量を大幅に引き下げる実需者輸入割当制度を設け、
農林水産大臣の認定を受けた実需者は、独立行政法
人農畜産業振興機構が生糸輸入調整法に基づき徴収す
る輸入糸調整金を支払って輸入することができる制度
を、平成19年度まで実施してきた。
　平成20年度に生糸輸入調整法が廃止されたことに伴
い、引き続き、生糸の実需者の安定的な輸入が可能と
なるよう、平成20年度から、関税割当制度の対象に生
糸を追加し、繭及び生糸を合わせて関税割当枠を設定
することとなった。
　平成22年度の関税割当枠は965t（繭、生糸を合わせ
た数量で生糸換算である。）に設定した。
　なお、税率については、繭の二次税率は６年間で
15％引き下げられ、基準額2,968円／ kgに対し平成22
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年度は2,523円／ kgが適用された。また、生糸の二次
税率については、６年間で15%引き下げられ、基準額
8,209円／kgに対し平成22年度は6,978円が適用された。

10　砂糖類対策

⑴　砂糖の需要及び価格の動向
ア　砂糖の需給
　我が国の砂糖の需要量は、平成３砂糖年度（平成
３年10月～平成４年９月）までは260万t台でほぼ横
ばいで推移してきたが、平成４砂糖年度以降加糖調
製品の輸入、消費者の低甘味嗜好等を背景として減
少傾向が続いており、平成17砂糖年度以降は220万
tを下回って推移し、平成21砂糖年度には210万tと
なった。
　他方、供給量は、てん菜糖、甘しゃ糖を合わせた
国内産糖が86万t、輸入糖が126万tとなっている。
　国内産糖については、てん菜糖は、てん菜の作付
面積が６万4,500haとなり、前年産に比べて1,500ha
減少（△2.3％）し、６月中旬及び７月中下旬にお
ける低温、日照不足及び多雨により各地で湿害が発
生したことから、産糖量はバイオエタノール用原料
糖液を除き62万１千t（前年比85.7％）となった。
なお、供給量は前砂糖年度からの繰越分を含み、
平成21砂糖年度には68万３千t（前年度比100.0％）
となった。甘しゃ糖は、さとうきびの収穫面積は
２万3,000haとなり、前年産に比べて800ha増加（＋
3.6％）し、一部地域では干ばつや台風の被害を受
けて単収が大きく低下したものの、多くの地域で
は概ね天候に恵まれたことから、さとうきびの生
産量は過去10年間では２番目に多い 1,514千t（対前
年△5.2％、△83千t）、産糖量は17万６千t（前年比
90.1％。鹿児島74.7千t、沖縄101.1千t）となった。
なお、供給量は、平成21砂糖年度には16万８千t（前
年度比97.9％。鹿児島71.3千t、沖縄96.6千t）となっ
た。
イ　糖価の動向
　国際糖価は、平成16砂糖年度までは国際需給が緩
和基調にあることを反映して、７～ 10セント/ポン
ド（ニューヨーク相場（粗糖、現物）の年度平均
額）と低水準で推移してきたが、平成17砂糖年度に
は、バイオエタノール需要の高まりの影響により上
昇し、15.83セント/ポンドとなった（前年度10.46セ
ント）。その後、主要な生産国が増産に踏み切った
ことから低下し、平成18砂糖年度は11.67セント/ポ
ンドとなった。平成19砂糖年度以降は、米国の低所
得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）

問題を背景にした世界的な株安で、投機資金が砂糖
等の商品市場に流入していることや世界第２位の砂
糖生産国であるインドの減産等の影響により上昇し
ており、平成19砂糖年度は13.68セント/ポンド、20
砂糖年度は15.94セント/ポンド、平成21砂糖年度に
は24.12セント/ポンドとなっている。
　一方、国内卸売価格（年度平均額）は、近年の
国際糖価の上昇の影響等により、平成17砂糖年度
は150円/kg（前年度135円/kg）、平成18砂糖年度は
155円/kg、平成19砂糖年度は158円/kg、平成20砂
糖年度に166円/kg、21砂糖年度には177円/kgとなっ
た。

⑵　砂糖の価格調整
ア　砂糖調整基準価格等
　平成21砂糖年度に適用される砂糖調整基準価格等
については、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する
法律」（昭和40年法律第109号。以下「価格調整法」
という。）第３条、第９条、第11条及び第15条の規
定に基づき、次のとおり定められた。
　　　砂糖調整基準価格  t当たり15万2,700円

（平成22年９月27日農林水産省告示第1638号）
　　　指定糖調整率  36.00％

　　（平成22年９月27日農林水産省告示第1639号）
　　　異性化糖調整基準価格  t当たり16万9,481円

（平成22年９月27日農林水産省告示第1640号）
　　　異性化糖調整率  14.15％

（平成22年９月27日農林水産省告示第1641号）
イ　甘味資源作物交付金単価
　価格調整法第20条第２項の規定に基づき、平成22
年産てん菜及びさとうきびに係る甘味資源作物交付
金単価は、次のとおり定められた。
ア　てん菜

t当たり6,030円
※糖度が17.1度のものについて適用
（平成22年12月28日農林水産省告示第2300号）

イ　さとうきび
t当たり16,000円

※糖度が13.2度以上14.4度以下のものについて
適用　　　　　　　　　　　　　
（平成22年12月28日農林水産省告示第2301号）

ウ　国内産糖交付金単価
　価格調整法第22条第２項の規定に基づき、平成21
砂糖年度に適用される国内産糖交付金単価は、次の
とおり定められた。
ア　てん菜糖

t当たり１万6,709円
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（平成22年９月29日農林水産省告示第1677号）
イ　甘しゃ糖
ａ　鹿児島県

種子島において製造されるもの
t当たり５万0,181円

奄美大島において製造されるもの
t当たり７万9,559円

喜界島において製造されるもの
t当たり５万0,553円

徳之島において製造されるもの
t当たり４万5,118円

沖永良部島において製造されるもの
t当たり５万8,250円

与論島において製造されるもの
t当たり８万2,120円

ｂ　沖縄県
沖縄本島において製造されるもの
（沖縄本島内において販売されるものを除く。）

t当たり５万2,395円
伊是名島において製造されるもの

t当たり10万5,574円
久米島において製造されるもの

t当たり７万1,274円
南大東島において製造されるもの 　　　 

t当たり８万8,800円
北大東島において製造されるもの

t当たり12万4,593円
宮古島において製造されるもの　　　　　　

t当たり４万9,326円
伊良部島において製造されるもの

t当たり６万6,823円
石垣島において製造されるもの

t当たり６万1,362円
沖縄本島内において製造されるもののうち沖
縄本島内において販売されるもの

t当たり４万5,045円
（平成22年９月29日農林水産省告示第1677号）

⑶　でん粉の需要及び価格の動向
ア　でん粉の需給
　平成21でん粉年度（平成21年10月～ 22年９月）
におけるでん粉の需要量は、264万８千t（前年比
96％）となった。
　また、供給量については、国内産いもでん粉の生
産がかんしょでん粉５万２千t（同113％）、ばれい
しょでん粉19万６千t（同86％）となり、コーンス
ターチ224万８千t（同97％）、輸入でん粉13万１千t

（同95％）、小麦でん粉２万t（同100％）を加えたで
ん粉の総供給量は、266万５千t（同96％）となった。
イ　とうもろこしの価格の動向
　シカゴ商品取引所公表のとうもろこし相場（先
物、期近）における平成21でん粉年度平均のとう
もろこし相場は、ブッシェル当たり343.20セントと
なった（前年度373.11セント）。
　また、同期のとうもろこしのCIF価格は、t当た
り21,507円であった（前年度25,169円）。
ウ　糖化製品の生産及び価格の動向
ア　ぶどう糖
　平成21でん粉年度におけるぶどう糖の生産量は
８万２千t（うち、規格ぶどう糖５万９千t）であ
り、価格は154.9円／㎏（含水結晶ぶどう糖、東
京市中相場）であった。
イ　異性化糖
　平成21でん粉年度における異性化糖の生産量は
80万３千t（標準異性化糖ドライベース）であり、
価格は119.3円／㎏（果糖55％もの、東京市中相
場）であった。

⑷　でん粉の価格調整
ア　でん粉調整基準価格等
　平成22でん粉年度に適用されるでん粉調整基準価
格等については、価格調整法第26条及び第31条の規
定に基づき、次のとおり定められた。
　　でん粉調整基準価格  t当たり14万2,280円
　　　（平成22年９月27日農林水産省告示第1642号）
　　指定でん粉等調整率  7.337％
　　　（平成22年９月27日農林水産省告示第1643号）
イ　でん粉原料用いも交付金単価
　価格調整法第34条第２項の規定に基づき、平成23
年１月１日から12月31日までに植付けされるでん粉
の製造の用に供するでん粉原料用いも交付金の単価
は、次のとおり定められた。
　　でん粉原料用ばれいしょ

t当たり１万1,050円
　　（平成22年12月28日農林水産省告示第2302号）
でん粉原料用かんしょ　
宮崎県及び鹿児島県の区域において生産される
もののうち
アリアケイモ、九州159号、コガネセンガン、
コナホマレ、サツマアカ、サツマスターチ、シ
ロサツマ、シロユタカ、ダイチノユメ、ハイス
ターチ及びミナミユタカ

t当たり２万6,000円
その他の品種
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t当たり２万3,410円
（平成22年12月28日農林水産省告示第2303号）

ウ　国内産いもでん粉交付金単価
　価格調整法第36条第２項の規定に基づき、平成21
でん粉年度に適用される国内産いもでん粉交付金の
単価は、次のとおり定められた。
　ばれいしょでん粉

t当たり１万8,613円
かんしょでん粉

t当たり３万8,999円
　（平成22年９月29日農林水産省告示第1678号）

11　鳥獣による農作物被害対策

　平成22年度における鳥獣による農作物被害面積は、
11万ha、被害金額は239億円であった。このうち獣類
による被害面積は８万８千ha、被害金額は187億円と
被害金額の約８割を占めた。作物別の被害金額では、
野菜が約57億円、果樹が約56億円、水稲が約52億円で
あった。獣種別の被害では、特にイノシシ（被害金額
約68億円）、シカ（同約77億円）及びサル（同約19億
円）の３獣による被害が全体の被害金額の約７割を占
めている。
　このため、「鳥獣被害防止特措法」（平成19年12月21
日法律第134号）に基づく、市町村における被害防止
計画の作成を推進し、平成22年度末では1,124市町村
において被害防止計画が作成された。また、「鳥獣被
害防止総合対策交付金」により、計画に基づく鳥獣の
捕獲体制の整備、箱わなの導入、防護柵の設置、緩衝
帯の設置、捕獲鳥獣の地域資源としての利活用等の総
合的な取組を支援した。
　また、各地域の鳥獣被害対策の取組を支援するた
め、鳥獣被害対策の専門家をアドバイザーとして登録
し、被害地域の要請に基づいて紹介する取組を推進す
るとともに、優良活動表彰により鳥獣被害を防止する
先進的な取組を広く周知した。併せて、平成23年３月
には、地域の技術指導者向けに、捕獲した獣肉の利活
用についての実践的な技術マニュアル（シカ、イノシ
シ－捕獲獣肉利活用編）を作成し、各都道府県等に配
布した。

第３節　農業生産資材対策

１　農業生産資材費低減対策

⑴　農業生産資材費低減に向けた取組
　肥料、農薬、農業機械等の農業生産資材は、農業の

生産性や農産物の品質向上を図る上で不可欠なもので
あり、生産コストに占める割合も大きいことから、農
業者の所得を増大し、食料の安定供給等を持続的に果
たしていくためには、農業生産資材費の一層の低減を
図ることが重要である。
　このため、主要農業生産資材の生産、流通、利用の
各段階で、それぞれの業界団体、農協系統及び都道府
県が「農業生産資材費低減のための行動計画」（平成
８年度制定、13年度及び18年度改定）を策定し、これ
に基づく①低価格資材の供給、②資材流通の合理化、
③資材の効率利用の取組を促進した。

⑵　肥料等に係る取組
ア　肥料の需給・価格概要
ア　化学肥料需給
　21肥料年度（平成21年７月～ 22年６月）の内
需は、窒素、りん酸、加里の三成分合計で92万t
となり、前年度を７％上回った。

表５　化学肥料の需給量（21肥料年度）

イ　化学肥料の価格
　肥料原料等の国際市況は、平成20年に原料供給
のひっ迫感等を背景に高騰し、これに伴い国内の
肥料価格も大幅に上昇した。21年以降は落ち着き
を取り戻したものの、22年秋頃から再び緩やかに
上昇基調で推移していることから、22肥料年度
（秋肥22年６月～ 10月、春肥11月～ 23年５月）の
肥料価格は、高度化成肥料で秋肥に比べ春肥が
1.7％の値上げとなった。

表６　主要肥料の供給価格変動率の推移

イ　生産環境総合対策事業のうち施肥体系緊急転換対
策
　平成20肥料年度（20年７月～ 21年６月）に高騰
した肥料原料等価格は、平成21肥料年度に入っても
高騰前と比べ依然として高い水準で推移した。
　こうした肥料原料等価格の上昇に伴う農業経営へ

窒素質肥料 リン酸質肥料 加里肥料 三成分合計

生　産 352( 347) 253( 288) 0(     0) 605( 635)

輸　入 163( 183) 25(   30) 227(  273) 415( 486)

内　需 350( 360) 297( 283) 276(  220) 923( 863)

輸　出 168( 124) 2(    2) 2(     2) 172( 128)
  （単位：成分千ｔ、（　　）内は20肥料年度の数値） 

 

表 料 給価 移

19肥料年度 20肥料年度 21肥料年度
22肥料年度
（秋肥）

22肥料年度
（春肥）

9.95 49.50 -23.94 -10.04 1.7

　　　　　　　(単位：％、高度化成肥料(15-15-15)の全農供給価格)  
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の影響を緩和するため、合理的な施肥体系への転換
を推進するための指導体制の強化、土壌診断を活用
した施肥低減等の取組を支援するとともに、肥料原
料を安定的に確保するための調査を実施した。
　　（平成22年度予算額）
　　　○生産環境総合対策事業のうち

施肥体系緊急転換対策　　　 ３億円

２　農業機械化対策

⑴　地域における効率利用の推進
　農業機械化促進法に基づき、農作業の効率化により
農業経営の改善に寄与する高性能な農業機械の計画的
な導入を促進するため、「高性能農業機械等の試験研
究、実用化の促進及び導入に関する基本方針」（平成
20年５月16日農林水産省告示第741号）を策定してお
り、22年度も引き続き、農業機械の適切な導入が図ら
れるよう、都道府県における当該機械の導入計画の策
定を推進した。

⑵　地域における農作業安全対策の推進
　農業機械による事故を中心に、農作業死亡事故は毎
年400件前後発生しているため、農作業事故情報の収
集、分析体制の強化を行うとともに、国が旗振り役と
なり、都道府県、農機具メーカー、JAグループ等関
係機関の協力を得て、農作業繁忙期で事故が多く発生
する春と秋に「農作業安全確認運動」を実施した。
　また、地域における農作業事故防止活動の推進体制
のあり方や具体的な活動についてのポイントをマニュ
アルにまとめて普及するなどの取組も行った。

⑶　農機具の検査・鑑定
ア　農機具の検査
　「農業機械化促進法」（昭和28年法律第252号）の
規定に基づき、独立行政法人農業・食品産業技術総
合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
（以下「生研センター」という。）において、農機具
製造業者の依頼に応じ、37型式の農機具型式検査を
実施した。
イ　農機具の鑑定
　農作業事故の防止及び農業機械の省エネルギー化
等に資するため、生研センターにおいて、農機具製
造業者の依頼に応じて、①安全鑑定については22機
種160型式、②任意鑑定については９機種28型式の
鑑定を実施した。

⑷　高性能農業機械の開発・実用化の促進
ア　生研センターにおける研究開発
ア　農業機械等緊急開発事業
　「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進

及び導入に関する基本方針」（平成20年５月16日
農林水産省告示第741号）に基づき、農畜産物の
生産コストの縮減に資する高性能農業機械の開発
等を民間企業との共同研究等により実施した。
　なお、22年度に農業機械等緊急開発事業で実施
した研究課題は次のとおりである。
ａ　農作業の更なる省力化に資する機械
　先端技術の活用等を通じた、機械化が遅れて
いる作目の生産における機械化一貫体系の確
立、一層の効率化を実現する新たな機械化一貫
体系の確立等に資する高性能農業機械
⒜　いちご収穫ロボット
⒝　加工・業務用キャベツ収穫機
⒞　たまねぎ調製装置
⒟　高機動型果樹用高所作業台車
⒠　可変径式TMR成型密封装置
⒡　高精度てん菜播種機
⒢　中山間地域対応型汎用コンバイン

ｂ　環境負荷の低減及び農業生産資材効率利用に
資する機械
　農業生産資材の節減、地球温暖化の防止に向
けた温室効果ガスの排出削減等に資する高性能
農業機械
⒜　果樹用農薬飛散制御型防除機
⒝　高精度高速施肥機
⒞　玄米乾燥調製システム

イ　高性能農業機械実用化促進事業
　農業機械化促進法に基づく高性能農業機械実用化
促進事業を実施している新農業機械実用化促進株式
会社において、平成22年度は、農業機械等緊急開発
事業により新たに開発された高精度高速施肥機及び
高機動型果樹用高所作業台車の２機種を事業対象と
して追加し、計58機種の高性能農業機械等につい
て、部品の共通化や金型等基本的な製造機械の提供
等を通じて普及を図った。

⑸　農業機械化研修
　平成22年度の農林水産省農林水産研修所つくば館に
おける農業機械化研修受講者実績は次のとおり。
ア　農林水産省職員研修  190名
イ　指導員（都道府県、市町村、農業関係団体
　職員等）養成研修  65名
ウ　合同開催研修（ア及びイ合同開催分）  10名
エ　その他研修  401名

計666名
⑹　農業資材審議会農業機械化分科会

　平成22年度は、22年11月５日及び23年３月４日に農
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業資材審議会農業機械化分科会を開催した。
　分科会では、高性能農業機械等の試験研究、実用化
の促進及び導入に関する基本方針の一部改正、生研セ
ンターが型式検査を実施する農機具の種類並びに型式
検査の主要な実施方法及び基準の改正について答申が
行われた。

３　種 苗 対 策

⑴　新品種の保護
ア　種苗法の一部改正等
　種苗法に基づく植物新品種保護制度（品種登録制
度）は、農林水産植物の育種の振興を図るため、昭
和53年に植物の新品種の保護に関する国際条約に対
応して発足した制度である。平成10年には、バイオ
テクノロジーの進展や育成者権をめぐる国際的状況
の変化に対応し、育成者の権利の拡大等の措置を講
ずるため、種苗法の全部改正が行われている。
　しかしながら、近年、我が国の登録品種が海外に
持ち出され、その収穫物が輸入される事例が発生し
ており、育成者権への社会的な関心を集めている。
こうした中で種苗法を改正し育成者権の効力の対象
を加工品にまで拡大し、また育成者権の存続期間を
延長、育成者権侵害に対する罰則の強化を図る等の
措置を講じてきている。
　平成15年及び18年に関税定率法（関税法）が一部
改正され、育成者権侵害物品が輸入禁制品、輸出禁
制品に追加され、税関による水際取締りの対象とさ
れた。
　さらに、平成18年８月１日には種苗法施行規則を
改正して農家の自家増殖に育成者権が及ぶ植物とし
て58種類を追加して82種類に拡大し、育成者権の積
極的な活用の基盤を整えてきたところである。
　平成19年には、育成者権の適切な保護を図るた
め、①権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化する
ための規定の整備、②育成者権侵害罪の罰則の引上
げ、③表示の適正化等の措置を講じる改正を行った。
イ　品種登録　
　昭和53年の品種登録制度の制定以降、出願・登
録される品種数は増加傾向にあり、平成22年度の
出願件数は1,013件、登録件数は1,270件であった。
平成23年３月末の出願累計は25,782件、登録累計は
20,779件に達している。作物分野別の出願・登録状
況は、草花類、観賞樹がその約８割を占めている。
ウ　出願品種栽培試験の実施
　出願品種の審査に当たって、栽培試験を行う必要
があるものについては、（独）種苗管理センター等

において栽培試験を行うこととしている。平成22年
度は（独）種苗管理センターにおいて、食用作物12
品種、野菜63品種、草花・観賞樹643品種、飼料作
物３品種特殊検定（飼料作物の内数）１品種11点の
計721品種731点について栽培試験を実施したほか、
（独）種苗管理センターが福島県ほか６県、鯉淵学
園農業栄養専門学校、（独）畜産草地研究所、（国）
宮崎大学に栽培試験を委託し、食用作物６品種、果
樹６品種、草花17品種、飼料作物１品種２点計30品
種31点について実施した。
エ　種類別審査基準案の作成
　植物品種保護制度の実施にあたり、出願品種の区
別性等を判断する基準として農林水産植物の種類ご
との審査基準を作成する必要がある。
　このため、平成22年度は、千葉県に対し草花類
２、観賞樹１、（社）園芸文化協会に対し観賞樹
３、草花類１の計７種類を委託した。

⑵　種苗の生産流通対策等
ア　種苗への表示検査等
ア　種苗業者の届出
　種苗法に基づく指定種苗を取扱う種苗業者の届
出件数は、平成22年度では200件（新規126件、変
更67件、廃止７件）であった。
イ　指定種苗等の検査
　種苗の生産及び流通の適正化を推進するため、
（独）種苗管理センターにおいて、平成22年度で
は種苗の表示に関する検査、集取試料の検査、依
頼種子の検査を実施して、優良種苗の普及促進を
図った。
ａ　指定種苗の検査について
　種苗法に基づき表示検査15,821点、集取試
料の検査3,027点、野菜種子の生産等基準に関
する検査として品種純度検査182点、種子検査
2,739点、病害検査190点、遺伝子組換え種子検
査36点
ｂ　種苗業者等からの依頼種子検査について
　国際種子検査協会が定める国際種子検査規定
に準拠し、種子検査と農産種子検査報告書の発
行631件、国際種子検査報告書の発行344件
ｃ　輸出用種子の検査について
　EC向け輸出野菜種子の品種維持に係る公的
管理に関する要領に基づき、種子の事後検定26
点

イ　優良な原原種の生産及び配布
　（独）種苗管理センターにおいて、ばれいしょ及
びさとうきびの生産の基本となる優良な種苗の供給
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のもととなる無病化された原原種の生産及び配布
（平成22年度配布実績：ばれいしょ 1,320t、さとう
きび221万本）を行った。なお、ばれいしょ原原種
生産においては平成20年度より１品種について生産
工程の一部を民間企業に移行しており、平成22年度
においても引き続き１品種について同センターが民
間企業において開発・生産された原原種の元種を受
け入れ、同センターの隔離ほ場で増殖を行い、原原
種を生産・配布した。

第４節　知的財産戦略

　我が国の農林水産物・食品は、高品質・高付加価
値、安全・安心など、農林漁業者、食品産業関係者
や、地方公共団体・研究機関を含む関連事業者などの
努力や技術、我が国の伝統や文化、消費者の信頼等に
支えられ、他国に類を見ない特質・強さを有している。
　一方、急速にグローバル化する国際市場に対する我
が国の農林水産物・食品の輸出促進や国民が求めるブ
ランド価値の高い農林水産物・食品の供給を実現する
ためには、知的財産を積極的・戦略的に活用し、我が
国の農林水産物・食品の特質、優位性の確保やその差
別化を図ることが不可欠となっている。
　このような状況を踏まえ、知的財産に関する施策を
強力に推進するため、平成22年３月に平成26年度まで
の５年間を実施期間とする「新たな農林水産省知的財
産戦略」を策定し、本戦略に基づく施策を推進した。

１　知的財産の創造・活用

⑴　研究・技術開発分野の創造力強化と成果の活用
ア　遺伝子解明・特許の取得と新品種育成等の促進
　イネや和牛などの遺伝子機能の解明・特許の取得
を進め、画期的な新品種・新素材の開発を推進し、
研究成果については適切に権利化し、戦略的な活用
を図った。
イ　出口を見据えた戦略的研究開発の推進
　研究テーマの設定段階から出口を見据えて、知的
財産の活用を図りつつ、国自ら工程表を作成し、研
究開発及び成果の円滑な普及・産業化を図る仕組み
を充実・強化するため、異分野や産学官の連携によ
る研究開発を促進するコーディネーターの全国配
置、企業等による技術開発から改良・実証までの取
組に対する切れ目ない資金の提供等を行った。
ウ　農林水産業・農山漁村の有する「資源」を活用し
た地域ビジネスや新産業の創出
　農山漁村の資源を活用し、素材、エネルギー、医

薬品等の分野で新たな産業につながる可能性のある
技術について、採算性や実用化に向けた技術課題の
検討等の事業化可能性調査を行った。
　また、新食品・新素材の新たな需要創造につなが
る研究成果について、企業と共同の実用化研究、事
業化に必要な施設整備等に対して支援することによ
り、実用化・事業化を推進した。

⑵ 農林漁業者等現場の技術・ノウハウ等の伝承・活
用の促進

ア　篤農家のもつ技術やノウハウを承継するシステム
の開発等
　篤農家の技術・ノウハウ（暗黙知）を抽出・可視
化し、一般農家の意思決定を支援するAI（アグリ
インフォマティクス）システムの開発を推進すると
ともに、AIシステムが生み出す知的財産の管理手
法等についての検討を行った。
イ　特色ある現場創造型技術の普及促進
　農業現場において優れた技術を生み出し、実践し
てきた篤農家を「農業技術の匠」として選定し、そ
の技術の普及促進を図った。

⑶　地域ブランドの発掘・創造支援
　地域ブランド化を目指す地域が行うプロデューサー
の招へいやマーケティング戦略の策定等を支援する
「農林水産物・食品地域ブランド化支援事業」におい
て、地域ブランド化に取り組む35地区を選定し支援を
行った。
　さらに、農林水産物・食品のブランド化推進の一環
として、地理的表示を支える仕組みについて検討した。

⑷　食文化の活用・創造支援
　地元の食材を核とした伝統料理や新たな創作料理に
ついて、食材の生産者、地方行政、料理人、ホテル・
旅館等の関係者が連携して、全国的なPRや観光客向
けの情報発信を行うとともに、商標・意匠等の知的財
産権の取得を目指す取組について16地区を支援し、農
山漁村の活性化を図った。

⑸　海外における日本ブランド展開
　海外に高品質な日本産食品の魅力を伝えること等の
各種取組により、日本ブランドの普及啓発活動を行っ
た。

⑹　景観・伝統文化等の地域資源の再発見・活用
　農村景観や伝統文化等の地域資源を財産として活用
し、グリーンツーリズム、地域資源活用ビジネスの創
出に係る人材の育成、教育の場としての農山漁村の活
用といった取組の支援を行った。

⑺　種苗の安定供給体制の確立
　優良な種苗について、知的財産の保護を図りつつ、
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その安定供給を図るため、稲・麦・大豆、野菜、林業
用種苗等について、それぞれの特性に応じた取組を推
進した。

２　知的財産の保護強化

⑴　植物新品種の保護強化
ア　審査の国際標準化・迅速化
　植物新品種登録制度における審査基準を植物新品
種保護国際同盟（UPOV）が定める審査基準に準拠
して逐次改正（平成22年度は17種類）することによ
り審査基準の国際調和を図った。また、海外審査当
局との審査データの相互利用の積極的推進や審査体
制の充実を図った。これらの取組により、平成26
年度には2.3年に短縮する目標に対し、現在2.5年と
なった。（平成21年度2.7年）
イ　育成者権侵害対策の強化のため、品種保護Gメン
を18人から20人へと計画的に増員し、育成者権の保
護・活用に関する相談対応及び情報収集を強化する
体制を図るとともに、リンドウ等について開発され
たDNA品種識別技術のマニュアル化及び妥当性の
支援を行った。また、税関において育成者権侵害物
品の輸出入を差し止めることができる水際取締制度
の育成者権者等に対する周知を図った。
ウ　東アジア植物品種保護フォーラム
　我が国の育成品種を保護し、東アジア地域の植物
品種保護制度の整備を進めるため、日本のイニシア
チブにより設立した、ASEAN+日中韓の13カ国か
ら成る、技術協力に関する情報交換等を行う「東ア
ジア植物品種保護フォーラム」の第３回会合を平成
22年４月に韓国で開催した（第１回会合は平成20年
７月に東京で開催。）。フォーラム参加国からの要望
等を踏まえ、専門家の派遣や受入研修等の各国の制
度運営能力向上や意識啓発に向けた様々な協力活動
を実施した。
エ　植物品種保護に関する海外への働きかけ
　東アジア植物品種保護フォーラム（平成22年４
月）、日中ハイレベル経済対話（平成22年８月）及
び官民合同ミッション（平成22年12月）等の場にお
いて、中国政府に対し、UPOV91年条約の締結や保
護対象植物の拡大、いぐさ品種「ひのみどり」を栽
培・輸出しない旨等の働きかけを行った。また、日
韓経済局長協議（平成22年６月）、日韓農林水産技
術協力委員会（平成22年11月）等の場において韓国
政府に対し、イチゴを含めた全植物について早期に
保護対象にされるように働きかけを行った。

⑵　海外での商標権等侵害対策
　我が国地名、品種名等の中国等での商標出願・登録
について一体的に監視するために、平成21年度に設立
された「農林水産知的財産保護コンソーシアム」に
よって実施する商標監視、地方相談会及び海外現地調
査の充実・強化を行った。

⑶　家畜の遺伝資源の保護
　和牛の遺伝資源の適切な保護を図るため、全国に普
及し得る和牛精液ストロー等の流通管理体制の構築を
図るとともに、「和牛」の適切な表示を推進した。

３　普及啓発・人材育成

⑴　知的財産相談のワンストップ化
　農山漁村の６次産業化支援のためのワンストップ
サービスの一環として、地方農政局等に、知的財産に
ついての総合的な相談に対応できる窓口を設置した。
⑵　現場の農林漁業者・食品産業事業者の意識向上
　本省・地方農政局において、セミナー等による情報
提供を実施した。
　また、普及指導員を対象に知的財産に関する研修を
実施した。

⑶　農林水産関係試験研究機関への普及啓発
　研究段階から知的財産についての意識を高め、成果
の活用を意識した研究開発を推進するため、研究者等
に対しセミナー等を実施した。
　また、TLO（技術移転機関）の人脈・ノウハウを
生かしたワークショップを開催し、知的財産担当者の
スキル向上を図った。

第５節　持続可能な農業生産の推進

　気候変動をはじめとする地球環境問題が進行する中
で、環境に配慮した持続可能な経済社会への転換に向
けて、我が国の農業生産においても、資源の循環利用
や環境負荷の低減等を目指していくことが喫緊の課題
となっている。さらに、農林水産業を通じた、温室効
果ガス排出量の削減への貢献や多くの生物への貴重な
生息・生育環境の提供などの対応も求められている。
　このため、平成22年３月に閣議決定された食料・農
業・農村基本計画に基づき、環境保全型農業に関する
取組を推進するとともに、地力増進対策を行った。さ
らに、地球温暖化など農業生産条件に対応した取組を
行った。
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1　環境保全型農業の推進

⑴　環境保全型農業施策の推進
　農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき「環
境と調和の取れた農業生産活動規範（農業環境規
範）」の普及・定着を図るため、農業生産関連の補助
事業等のうち46事業において、「農業環境規範」の実
践を受益者に求める等の関連付けを行った。
　また、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に
関する法律（平成11年法律第110号）」に基づき、土づ
くりと、化学肥料・農薬の低減に一体的に取り組む農
業者（エコファーマー）の認定を促進し、平成22年度
末の認定件数は約21万２千件に達した。　
　さらに、環境負荷低減に資する取組を推進するた
め、平成19年度に創設した「農地・水・環境保全向上
対策」において、地域でまとまりをもって化学肥料や
化学合成農薬を大幅に低減する等の先進的な取組に対
する支援を実施した。
　エコファーマーの全国ネットワークを平成22年９月
に立ち上げ、環境保全型農業に関する情報の共有と技
術の向上を図る消費者との相互理解を図る等の取組へ
の支援、強い農業づくり交付金により環境と調和した
持続的な農業生産を推進するために必要な共同利用機
械・施設等への支援を行った。

⑵　有機農業の推進
　有機農業推進法（平成18年法律第112号）に基づく
「有機農業推進基本方針」の策定以降、都道府県に対
し推進計画策定の働きかけを行い、平成22年度末で
は、44都道府県で「有機農業推進計画」の策定となっ
た。
　また、有機農業の一層の拡大を図るため、全国段階
で有機農業の参入促進、普及啓発、栽培技術の体系化
等に取り組むとともに、有機農業により産地の収益力
向上に取り組む45地区に対し、生産技術力強化の取組
等に支援するとともに、販路拡大のためにマッチング
フェアの開催を支援した。

２　地力増進対策

　我が国の農地の土壌は、地力水準の低い、いわゆる
不良土壌が依然として多く存在することから、これら
の地域の作物の生産と土壌機能の維持・増進のための
地力増進対策が必要となっている。
　また、近年、農業労働力の減少等我が国農業を取り
巻く諸情勢の変化に伴い、地力増進のための土壌管理
が粗放化し、堆肥の施用量が減少するとともに、地力
の低下や炭素貯留機能、物質循環機能、水・大気の浄

化機能、生物多様性の保全機能といった農地土壌が有
する環境保全機能の低下が懸念される事態が生じてい
る。
　このため、「地力増進法」（昭和59年法律第34号）に
基づく地力増進地域における、土壌・土層改良等の土
壌機能を維持・増進するための対策等を行った。
　さらに、同法で定められている政令指定土壌改良資
材について、特定の土壌改良資材が品質表示基準を
満たしていない旨の通報が消費者からあった場合、
（独）農林水産消費安全技術センターに指示し、不適
切な表示を行った業者に対して立入検査を実施するな
ど、土壌改良資材の品質表示の適正化を図った。

３　地球温暖化などへの対応

⑴　地球温暖化防止策
　我が国の施設園芸は、冬期に化石燃料を使用した加
温栽培を行い、園芸作物の周年生産や安定供給を図っ
ている。また、各種農作物の生産において軽油などの
燃料を使用した農業機械が幅広く使用され、農作物生
産の効率化に寄与している。
　一方、地球温暖化に対する国民の関心の高まりや燃
油価格の高騰など、最近の農業生産を取り巻く状況は
厳しいものがある。また、政府の京都議定書目標達成
計画においては、「施設園芸・農業機械の温室効果ガ
ス排出削減対策」、「環境保全型農業の推進による施肥
量の適正化・低減」について、削減目標値が設定され
ているところである。これらの課題に対し、以下の施
策を推進した。
ア　施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策
　施設園芸において温室効果ガス排出削減を推進す
るため、リース方式による循環扇、内張の多層化等
の施設園芸用省エネルギー設備の導入やハイブリッ
ド加温設備（ヒートポンプと燃油加温機の組合せ）
等と高断熱被覆設備を組み合わせた先進的な加温シ
ステムの導入支援を行うとともに、省エネルギー資
材・設備の普及促進を図るため客観的な評価により
省エネルギー効果の格付認定を行う取組、新たな省
エネルギー新技術等の開発・実証を行う取組の支援
を行った。また、施設園芸省エネルギー生産管理
チェックシート及びマニュアルの更なる普及に努め
た。
　農業機械については、省エネ利用マニュアルの更
なる普及に努めると共に、省エネルギー型農業機械
の普及を図るための主要農業機械の省エネ性能確認
方法等の確立やバイオディーゼル燃料利用に係る調
査・実証に対して支援を行った。
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イ　環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低
　減
　水田から発生するメタンを削減するために開発さ
れた中干し期間の延長によるメタン発生抑制技術の
普及や水田における稲わらすき込みから堆肥施用へ
の転換の促進、全国の農地及び草地土壌の炭素含有
量のモニタリング調査等を実施した。
　また、土壌診断結果に基づく適正施肥の指導の取
組等を支援することで、合理的な施肥体系への転換
を推進した。

⑵　地球温暖化適応策
　地球温暖化による農業への影響に対応するための地
球温暖化適応策の取組を積極的に推進した。
ア　農業への地球温暖化影響の実態調査
　高温障害など地球温暖化によると考えられる農作
物への影響が顕在化していることから、地球温暖化
による農作物への影響の発生と適応策の導入状況に
ついて全国調査を行い、その結果を「平成21年地球
温暖化影響調査レポート」として平成22年９月に公
表した。
　また、平成22年夏の記録的猛暑により多くの農畜
産物に影響が見られたことを踏まえ、その影響、高
温適応技術の実施状況、当面の適応技術及び研究開
発の状況と今後の課題等についてとりまとめた「平
成22年度高温適応技術レポート」を平成23年２月に
公表した。
イ　地球温暖化適応策の推進
　当面の適応策の生産現場への普及指導の推進のた
め、引き続き専門家からなるサポートチームによる
産地診断に基づく助言・指導等を行った。
　また、地球温暖化適応策に関する国内外の先進事
例を紹介することにより、適応の重要性に対する関
係者の意識向上と取組の促進を目的として、国際シ
ンポジウム「地球温暖化と農業とのかかわり」を開
催した。

第６節　畜産物の価格関連対策

１　食料・農業・農村政策審議会畜産部会

⑴　畜産部会の設置
　平成19年７月に開催された第16回食料・農業・農村
政策審議会において、畜産部会が設置された。

⑵　畜産部会の所掌事項
　畜産部会は、以下の事項を所掌することとされてい
る。

　家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）､ 飼料需給
安定法（昭和27年法律第356号）､ 酪農及び肉用牛生産
の振興に関する法律（昭和29年法律第182号）､ 畜産物
の価格安定等に関する法律（昭和36年法律第183号）､
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年法律
第112号）及び肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和
63年法律第98号）の規定により審議会の権限に属させ
られた事項を処理すること。

⑶　畜産部会委員の構成
　平成22年度の畜産部会の委員、臨時委員は以下の通
りである。
（委員）
武　内　和　彦  東京大学大学院農学生命科学研究科

教授
阿　南　　久  全国消費者団体連絡会事務局長
近　藤　康　子  サントリービジネスエキスパート

（株）お客様リレーション本部VOC
推進部顧問

篠　崎　　宏  （株）ツーリズム・マーケティング
研究所主席研究員

廣　野　正　則 （有）広野牧場代表取締役
（臨時委員）
石　澤　直　士  常盤村養鶏農業協同組合代表理事組

合長
小　谷　あゆみ  フリーアナウンサー、エッセイスト
笹　崎　静　雄 （株）埼玉種畜牧場サイボクハム代

表取締役社長
飛　田　稔　章  北海道農業協同組合中央会会長
那　須　眞理子  うちのあか牛てっぽこ代表
野　村　哲　郎  京都産業大学総合生命科学部生命資

源環境学科教授
花　田　眞　也 （社）日本食肉市場卸売協会副会長
晴　野　三　義  飼料輸出入協議会専務理事
冨　士　重　夫  全国農業協同組合中央会専務理事
古　川　紘　一 （社）日本乳業協会会長
吉　田　　恵  フリーアナウンサー
※委員は平成23年３月31日時点

⑷　第１回畜産部会
　平成22年４月16日に開催された第１回畜産部会に
おいて、今後の酪農・肉用牛政策のポイント（案）、
酪肉近代化基本方針（骨子案）、家畜改良増殖目標
（案）のポイント等について意見交換が行われた。

⑸　第２回畜産部会
　平成22年５月18日に開催された第２回畜産部会にお
いて、今後の酪農・肉用牛政策のポイント（案）、酪
肉近代化基本方針（案）、家畜改良増殖目標（案）、鶏
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の改良増殖目標（案）等について意見交換が行われた。
⑹　第３回畜産部会

　平成22年７月８日に開催された第３回畜産部会にお
いて、酪肉近代化基本方針（案）、家畜改良増殖目標
（案）、鶏の改良増殖目標（案）等について意見交換が
行われた。

⑺　第４回畜産部会
　平成23年２月23日に開催された第４回畜産部会にお
いて、畜産・酪農をめぐる情勢等について意見交換が
行われた。

⑻　第５回畜産部会
　平成23年３月25日に開催された第５回畜産部会にお
いて、「平成23年度の生産者補給交付金に係る加工原
料乳の数量の最高限度として農林水産大臣が定める数
量及び加工原料乳の補給金単価を定めるに当たり留意
すべき事項」（別記１）、「平成23年度の指定食肉の安
定価格を定めるに当たり留意すべき事項」（別記２）、
「平成23年度の肉用子牛の保証基準価格及び合理化目
標価格を定めるに当たり留意すべき事項」（別記３）
について諮問がなされ、持ち回り審議が行われた。
　審議の後、それぞれ諮問事項に対する答申（別記
４）がなされ、これに基づき慎重に検討を行った結
果、23年度の加工原料乳の補給金単価等、指定食肉の
安定価格、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価
格が決定され、３月31日に告示された（別記５）。

（別記１）
22生畜第2340号
平成23年３月25日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣

諮　問
　加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年法
律第112号）第11条第１項の規定に基づき平成22年度
の生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高限
度として農林水産大臣が定める数量を試算に示した考
え方で定めるに当たり留意すべき事項及び同条第２項
の規定に基づき平成23年度の加工原料乳の補給金単価
を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき事
項について、同条第６項の規定に基づき、貴審議会の
意見を求める。

（別記２）
22生畜第2329号
平成23年３月25日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣
諮　問

　畜産物の価格安定に関する法律（昭和36年法律第
183号）第３条第１項の規定に基づき平成23年度の指
定食肉の安定価格を試算に示した考え方で定めるに当
たり留意すべき事項について、同条第５項の規定に基
づき、貴審議会の意見を求める。

（別記３）
22生畜第2330号
平成23年３月25日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣

諮　問
　肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63年法律第98
号）第５条第１項の規定に基づき平成23年度の肉用子
牛の保証基準価格を試算に示した考え方で定めるに当
たり留意すべき事項及び同条第２項の規定に基づき肉
用子牛の合理化目標価格を試算に示した考え方で定め
るに当たり留意すべき事項について、同条第７項の規
定に基づき、貴審議会の意見を求める。

（別記４）
22年食農審第74号 
平成23年３月25日

食料・農業・農村政策審議会会長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣

答　申
　平成23年３月25日付け22生畜第2340号で諮問があっ
た平成23年度の生産者補給交付金に係る加工原料乳の
数量の最高限度として農林水産大臣が定める数量（以
下「限度数量」という。）及び加工原料乳の補給金単
価を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき
事項、平成23年３月25日付け22生畜第2329号で諮問が
あった平成23年度の指定食肉の安定価格を試算に示し
た考え方で定めるに当たり留意すべき事項並びに平成
23年３月25日付け22生畜第2330号で諮問があった平成
23年度の肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格
を試算に示した考え方で定めるに当たり留意すべき事
項については、下記のとおり答申する。

記
１　生産者補給交付金に係る加工原料乳の限度数量及
び補給金単価については、生産条件、需給事情及び
物価その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算
に示された考え方で定めることは、妥当である。
２　豚肉の安定価格については、生産条件及び需給事
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情その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算に
示された考え方で定めることは、妥当である。
　牛肉の安定価格については、生産条件及び需給事
情その他の経済事情を総合的に考慮すると、試算に
示された考え方で定めることは、妥当である。
３　肉用子牛の保証基準価格については、生産条件及
び需給事情その他の経済事情を総合的に考慮する
と、試算に示された考え方で定めることは、妥当で
ある。
　肉用子牛の合理化目標価格については、平成23年
度につき試算に示された考え方で定めることは、妥
当である。

（別記５）
　農林水産省告示第702号
　加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年
法律第112号）第11条第１項及び第２項の規定に基づ
き、平成23年度の生産者補給交付金に係る加工原料乳
の数量の最高限度として農林水産大臣が定める数量及
び加工原料乳の補給金単価を次のように定めたので、
同条第7項の規定に基づき、告示する。
　平成23年３月31日

農林水産大臣　鹿野　道彦
一　生産者補給交付金に係る加工原料乳の数量の最高
限度として農林水産大臣が定める数量

1,850千トン
二　加工原料乳の補給金単価

単　位　　補給金単価
１キログラム　11.95円

　農林水産省告示第699号
　畜産物の価格安定に関する法律（昭和36年法律第
183号）第３条第１項の規定に基づき、平成23年度の
指定食肉の安定価格を次のように定めたので、同条第
６項の規定に基づき、告示する。
　平成23年３月31日

農林水産大臣　鹿野　道彦
一　畜産物の価格安定に関する法律施行規則（昭和36
年農林省令第58号。以下「規則」という。）第３条
第１項第１号の豚半丸枝肉１キログラム当たりの安
定基準価格及び安定上位価格は、次に掲げる額（消
費税額分を含む。）とする。　
　㈠　皮はぎ法により整形したもの
　　安定基準価格  400円
　　安定上位価格  545円
　㈡　湯はぎ法により整形したもの

　　安定基準価格  370円
　　安定上位価格  505円
二　規則第３条第２項第１号の牛半丸枝肉１キログラ
ム当たりの安定基準価格及び安定上位価格は、次に
掲げる額（消費税額分を含む。）とする。
　　安定基準価格  815円
　　安定上位価格  1,060円

　農林水産省告示第700号
　肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63年法律第98
号）第５条第１項の規定に基づき、平成23年度の肉用
子牛の保証基準価格を次のように定めたので、同条第
８項の規定に基づき、告示する。
　平成23年３月31日

農林水産大臣　鹿野　道彦
　肉用子牛の保証基準価格は、次に掲げる額（消費税
額分を含む。）とする。
　　　品　　種　　　　　　　　 保証基準価格
　　　黒毛和種  一頭につき、310,000円
　　　褐毛和種  一頭につき、285,000円
　　　黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種
  一頭につき、204,000円
　　　乳用種の品種  一頭につき、116,000円
　　　肉専用種と乳用種の交雑の品種
  一頭につき、181,000円

　農林水産省告示第701号
　肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和63年法律第98
号）第５条第２項及び肉用子牛生産安定等特別措置法
施行令（昭和63年政令第347号）第２条ただし書きの
規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合
理化目標価格についての期間を次のように定めたの
で、同法第５条第８項の規定に基づき、告示する。
　平成23年３月31日

農林水産大臣　鹿野　道彦
一　肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額（消
費税額分を含む。）とする。
　　　品　　種　　　　　　　　 合理化目標価格
　　　黒毛和種  一頭につき、268,000円
　　　褐毛和種  一頭につき、247,000円
　　　黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種
  一頭につき、142,000円
　　　乳用種の品種  一頭につき、 83,000円
　　　肉専用種と乳用種の交雑の品種
  一頭につき、138,000円
二　一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定
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等特別措置法施行令（昭和63年政令第347号）第２
条ただし書の農林水産大臣が定める期間は、平成23
年４月１日から平成24年３月31日までとする。

２　農畜産業振興機構の業務の運営状況

⑴　畜産物の価格安定業務
ア　指定乳製品等　
　22年度においては、国際約束に基づくカレントア
クセス分（入札重量ベース）として、21年度分のバ
ター 1643t（売渡重量ベース）の売渡しを行うとと
もに、22年度分のバター 4,231tの輸入業務委託契約
を行った。脱脂粉乳については、期初の在庫水準が
高いと見込まれたことから、輸入業務契約は行われ
ず、21年度カレントアクセス分の1,009t（売渡重量
ベース）の売渡しを行った。
　また、売買同時入札方式によりホエイ及び調製ホ
エイ7,258t（入札重量ベース）、デイリースプレッ
ド1,565t（同）、バターオイル1,066t（同）の輸入業
務の委託及び売渡契約を行った。
　なお、一般輸入による機構以外の者の指定乳製品
等の輸入に係る買入れ・売戻し数量は420tとなった。
イ　指定食肉
　指定食肉（牛肉及び豚肉）のうち牛肉について
は、22年度においては、調整保管等は実施していな
い。
　豚肉については、農畜産業振興機構の補助事業に
よる調整保管により全国農業協同組合連合会、日本
ハム・ソーセージ工業協同組合等が買入れ、保管し
た30,395頭分の豚肉を、22年度に市場に放出し、販
売した。
ウ　鶏卵
　22年度においては、鶏卵の調整保管は実施してい
ない。

⑵　助成業務
ア　学校給食用牛乳供給推進事業
　22年度の学校給食用牛乳等供給推進事業について
は、供給条件不利地域への円滑な供給等による安定
的需要の確保、大型容器での飲用実施等による消費
量の維持・拡大、HACCP取得工場からの供給促進
による安全性の向上等を実施し、10億8,908万円の
助成を行った。
イ　畜産業振興事業
　22年度の畜産業振興事業については、畜産経営安
定対策及びその他対策に加え、口蹄疫の発生や東日
本大震災に対応した緊急対策を実施し、補助事業と
して975億8,574万円の補助を行った。

ア　肉用牛肥育経営安定特別対策事業の実施
　22年度の肥育牛補塡金は、「肉専用種」におい
て18万8,134頭を対象に57億5,797万円、「交雑種」
において23万1,451頭を対象に75億2,562万円、「乳
用種」において21万9,380頭を対象に95億7,189万
円を交付した。
イ　養豚経営安定対策事業の実施
　22年度の養豚補塡金は、1,257万8,685頭を対象
に51億9,241万円を交付した。
ウ　資源循環型酪農推進事業の実施
　22年度の資源循環型酪農推進事業の奨励金は、
経産牛１頭当たりの飼料作付面積が基準面積以上
で、環境保全等の取組を実践した生産者7,237戸
を対象に56億94万円を交付した。

⑶　加工原料乳生産者補給金交付業務
　22年度の加工原料乳生産者補給交付金については、
加工原料乳179.7万t（限度数量185万t）を対象に
212億9,655万円（単価：11円85銭/kg）を交付した。

⑷　加工原料乳生産者経営安定対策事業の実施
　加工原料乳の価格が低下した時に補塡金を交付する
加工原料乳生産者経営安定対策事業については、平成
22年度における交付は行わなかった。

⑸　肉用子牛生産者補給金等交付業務
　22年度の生産者補給金は、「褐色和種」において
1,034頭を対象に807万円、「その他の肉専用種」にお
いて4,054頭を対象に２億3,438万円、「乳用種」におい
て24万6,377頭を対象に76億5,085万円を交付した。
⑹ 主要な畜産物の生産及び流通に関する情報の収

集、整理及び提供に関する業務
　畜産物の国内外の価格、需給等に関する情報を収
集・整理し、畜産物の需給情報等を生産・流通関係者
や需要者等に対して適時適切に提供することにより、
供給量等の自発的な調整を促す等、生産者の経営安定
と需給・価格安定業務の効率的な運用を図った。この
業務に係る経費の総額は３億5,760万円であった。

第７節　牛乳乳製品対策

１　牛乳乳製品の需給　

　21年度については、増産型の計画生産が実施された
ものの、経産牛頭数の減少等から都府県での生産が伸
び悩み、生乳生産量は20年度を0.8％下回り、788万tと
なった。牛乳等向け処理量は、夏場の天候不順の影響
等により、20年度を4.4％下回った。乳製品向け処理
量は、チーズやクリーム等向けがわずかに減少したも
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のの、特定乳製品向けは大幅に増加したことから、20
年度を3.9％上回り、359万tとなった。この結果、脱
脂粉乳及びバターの生産量はいずれも増加した一方、
脱脂粉乳の消費量は減少し、バターの消費量は前年並
みに留まったことから、いずれも在庫量は増加した。
　22年度については、当初減産型計画生産が実施され
たものの、猛暑等の影響で生乳生産量が目標をさらに
下回り、21年度を3.2％下回って、763万tとなった。
牛乳等向け処理量は、減少傾向が続き、21年度を2.6％
下回った。乳製品向け処理量は、チーズやクリーム等
向けが増加に転じたものの、特定乳製品向けが大幅に
減少したことから、21年度を3.8％下回り、345万tと
なった。この結果、脱脂粉乳及びバターの生産量はい
ずれも減少した一方、脱脂粉乳及びバターの消費量は
増加したことから、いずれも在庫量は減少した。

２　牛乳乳製品の流通対策

⑴　生乳流通対策　
　生乳の需給安定を図るための需給見通し策定に必要
なプログラムの開発や、生乳の検査技術の向上と平準
化を図るための統一的な検査マニュアルの作成及び研
修会の開催等の取組を推進するための事業を行った。

⑵　牛乳販売店価格動向調査　
　飲用牛乳等の小売価格や今後の需要見通しなど、牛
乳小売の実態を把握し、小売段階における流通合理化
及び消費拡大の推進に資するための基礎資料を作成す
ることを目的として、全国の牛乳小売店1,200店舗余
を対象として、牛乳類の仕入・販売価格、販売数量、
需要見通し等について調査を行った。

⑶　乳製品流通価格調査　
　指定乳製品の価格が著しく騰貴、または下落した際
に行う需給調整の発動基準となる価格の基礎資料とす
るほか、酪農行政に必要な乳製品流通価格を把握する
ため、全国主要都市に所在する乳製品の製造業者、卸
売業者等を対象として、その仕入れ及び販売価格につ
いて、毎月調査を行った。

３　乳業の合理化対策　

　国際化の進展を踏まえた乳業工場の再編・合理化、
生乳流通の合理化を推進するための施設の整備等を支
援するため、乳業再編整備等対策事業の予算を措置
し、牛乳乳製品の製造販売コストの低減と乳業工場の
衛生管理水準の高度化を推進した。また、当該事業を
具体化するために、「乳業再編推進の手引き」を作成
した。

第８節　食肉鶏卵対策

１　食肉等の需給及び価格の推移

⑴　牛　　　肉
　22年度の国内生産量は、肉専用種は増加したもの
の、18，19年度の生乳の減産型計画生産の影響から乳
用種が減少したこと等から、対前年度比0.9％減の51
万２千t（枝肉ベース）となった。
　輸入量は、対前年度比7.6％増の73万１千t（枝肉
ベース）となった。
　卸売価格（省令規格）は、交雑種価格の上昇等か
ら、対前年度比8.5％上昇し、1,122円/kgとなった。
小売価格（東京）は、国産牛肉「ロース」は前年度を
やや下回った（－5.9％）。

⑵　豚　　　肉
　22年度の国内生産量は、対前年度比3.2％減の127
万６千t（枝肉ベース）となった。
　輸入量は、対前年度比11.0％増の109万７千t（枝肉
ベース）となった。
　卸売価格（省令規格）は、宮崎県における口蹄疫の
発生や記録的猛暑の影響により、対前年度比は10.0％
上昇した。
　小売価格（東京）は、国産豚肉「ロース」は前年度
をわずかに下回った（－0.8％）。

⑶　鶏　　　肉
　22年度の国内生産量は、対前年度比0.2％増の141
万７千ｔ（骨付きベース）となった。
輸入量は、対前年度比26.0％増の42万４千ｔ（実量
ベース）となった。
　卸売価格は、もも肉むね肉ともに前年を上回る水準
で推移した。

⑷　鶏　　　卵
　22年度の鶏卵の国内生産は、対前年度比0.3％増の
251万５千ｔであった。
　卸売価格は、前年度の低卵価を踏まえ、生産者が需
要に応じた生産に取り組んだこと等から、対前年度比
10.3％増の193円/㎏であった。
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表７　食肉・鶏卵の需給の推移

２　食肉等の流通対策

⑴　国産食肉産地体制整備
　我が国の食肉処理体制の強化を図るため、産地にお
いて、当該地域の肉用牛等の振興方策を踏まえ、その
食肉としての処理加工・販売に関する総合的な産地体
制の整備構想を作成するとともに、最新鋭の高度に衛
生的な設備を導入して低コストで大量処理を行う先進
的な食肉センター及び食鳥施設を整備し、これにより
効率的な集荷体制を整備した。

⑵　家畜市場近代化整備
　肉畜の生産状況及び交通事情等の変化に対応して、
家畜市場の機能高度化等を図り、市場取引量の増加、
取引方法の合理化等家畜の公正円滑な取引及び適切な
価格形成を確保し、肉畜流通の近代化及び合理化を
行った。

⑶　鶏卵処理施設整備
　鶏卵処理施設における処理の効率化、品質の向上、
機能の向上・改善等のための施設整備を行った。

（枝肉ベース、単位：t、%）

年度 区分 牛肉 豚肉 馬肉 羊肉 鶏肉 合計 鶏卵

生産量 470,033 1,242,323 7,079 184 1,216,416 2,936,036 2,519,088
輸出量 73 537 0 0 2,834 3,444 209

13 輸入量 725,057 1,008,479 14,611 44,480 566,146 2,358,773 114,484
計 1,195,017 2,250,265 21,690 44,665 1,779,728 5,291,364 2,633,363

指数
生産量 519,665 1,242,323 7,079 184 1,229,089 2,998,341 2,529,424
輸出量 70 123 0 0 2,646 2,839 1,899

14 輸入量 762,874 1,067,861 9,457 43,262 507,660 2,391,114 119,618
計 1,282,469 2,310,061 16,536 43,446 1,734,103 5,386,616 2,647,143

指数
生産量 504,768 1,242,323 7,079 184 1,238,888 2,993,243 2,530,372
輸出量 69 90 0 0 2,695 2,854 2,156

15 輸入量 742,994 1,112,421 11,657 38,913 442,290 2,348,276 110,483
計 1,247,693 2,354,654 18,736 39,097 1,678,483 5,338,664 2,638,699

指数
生産量 508,494 1,242,323 7,079 184 1,241,981 3,000,062 2,480,752
輸出量 141 21 0 0 693 855 775

16 輸入量 643,376 1,231,987 13,551 44,769 371,256 2,304,939 134,342
計 1,151,729 2,474,289 20,630 44,954 1,612,544 5,304,145 2,614,319

指数
生産量 497,277 1,242,323 7,079 184 1,292,981 3,039,845 2,480,517
輸出量 70 76 0 0 2,174 2,320 1,057

17 輸入量 654,433 1,255,954 13,894 58,331 443,471 2,426,084 150,960
計 1,151,640 2,498,202 20,973 58,516 1,734,278 5,463,608 2,630,420

指数
生産量 494,910 1,248,984 6,444 146 1,364,413 3,114,897 2,508,867
輸出量 143 630 0 0 2,500 3,273 668

18 輸入量 667,481 1,052,806 11,442 49,322 347,358 2,128,408 121,506
計 1,162,248 2,301,160 17,886 49,468 1,709,271 5,240,032 2,629,705

指数
生産量 512,754 1,246,314 6,053 160 1,362,327 3,127,609 2,589,192
輸出量 493 1,446 0 0 6,675 8,614 430

19 輸入量 661,603 1,077,990 11,678 38,186 368,446 2,157,903 113,281
計 1,173,864 2,322,858 17,732 38,346 1,724,098 5,276,898 2,702,043

指数
生産量 518,039 1,260,219 6,016 183 1,394,923 3,179,380 2,535,679
輸出量 787 2,699 0 0 7,150 10,635 620

20 輸入量 670,917 1,164,376 7,788 42,948 425,982 2,312,011 112,198
 計 1,188,169 2,421,896 13,804 43,131 1,813,755 5,480,756 2,646,812

指数
生産量 516,386 1,318,145 5,746 146 1,413,492 3,253,915 2,508,461
輸出量 966 3,018 0 0 8,699 12,683 968

21 輸入量 679,180 988,469 8,206 35,572 336,318 2,047,745 100,818
計 1,194,600 2,303,596 13,952 35,718 1,741,111 5,288,909 2,608,311

指数
生産量 511,898 1,275,929 5,804 146 1,416,870 3,210,647 2,515,323
輸出量 712 742 0 0 10,679 12,133 789

22 輸入量 730,964 1,097,340 7,314 32,856 423,744 2,292,218 114,001
(概算値） 計 1,242,150 2,372,527 13,118 33,002 1,829,935 5,288,909 2,628,535

指数

資料：農林水産省「畜産物流通統計」「食料需給表」、財務省「日本貿易統計」
注１：牛肉、豚肉、馬肉、羊肉は枝肉ベース、鶏肉は骨付きベースに換算。
注２：食肉の輸出入量は、枝肉、骨付き肉、骨付きでない肉、くず肉等を集計。
　　　また、牛肉には煮沸肉、鶏肉には家禽肉、七面鳥を含む。羊肉には山羊肉を含む。
注３：鶏卵の輸出入量は、殻付き換算。

注５：計は生産量－輸出量＋輸入量。
注４：鶏卵は21年度及び22年度が概算値。

注６：21年度以降は鶏肉は年次ベース。
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表８　食肉加工品生産量の推移
（単位：千t）

　　　　　ハ　ム　　ベーコン　ソーセージ　　　計
12年度  149（ 97）  78（100）  292（ 99）  519（ 99）
13年度  146（ 98）  76（ 98）  297（102）  518（100）
14年度  138（ 95）  73（ 96）  288（ 97）  498（ 96）
15年度  139（101）  71（ 98）  284（ 99）  494（ 99）
16年度  140（101）  76（107）  286（101）  502（102）
17年度  139（ 99）  77（101）  279（ 98）  495（ 99）
18年度  135（ 98）  79（102）  274（ 98）  487（ 97）
19年度  132（ 98）  79（100）  270（ 99）  481（ 99）
20年度  130（ 98）  79（100）  287（106）  496（103）
21年度  131（101）  81（103）  293（102）  505（102）
22年度  130（100）  81（100）  294（100）  505（100）

３　食肉、鶏卵等の価格安定対策

⑴　肉用子牛生産者補給金制度
　平成３年度からの牛肉の輸入自由化に対処して、肉

用牛経営の安定を図るため、肉用子牛生産安定等特別
措置法（昭和63年法律第98号）に基づいて、肉用子牛
価格が低落した場合に生産者補給金を交付する「肉用
子牛生産者補給金制度」を２年度より実施するととも
に、輸入牛肉等の関税収入を財源とした助成措置を講
じている。

⑵　鶏卵価格安定対策事業
　鶏卵の価格安定については、当初、社団法人全国鶏
卵価格安定基金及び社団法人全日本卵価安定基金が鶏
卵生産者と農協等の積立てにより、鶏卵価格の異常低
落時における価格差補塡を行っていたが、昭和50年度
以降は、補塡財源の一部を助成しており、平成22年度
は社団法人全国鶏卵価格安定基金、社団法人全日本卵
価安定基金及び社団法人広島県養鶏協会に助成を行っ
た。

表９　食肉・鶏卵の価格の推移

卸売価格 対前年比 小売価格 対前年比 卸売価格 対前年比 小売価格 対前年比 卸売価格 対前年比 小売価格 対前年比 卸売価格 対前年比 小売価格 対前年比

18 1,292 96.7 863 102.1 479 101.3 239 100.0 241 100.6 123 100.4 184 98.9 216 97.7
19 1,186 91.8 893 103.5 519 108.4 244 102.1 252 104.8 126 102.4 167 90.8 210 97.2
20 1,083 91.3 897 100.4 496 95.6 251 102.9 265 105.0 135 106.7 193 115.6 227 108.2
21 1,034 95.5 853 95.1 431 86.9 238 94.8 265 105.0 128 95.2 175 90.7 216 95.2
22 272 102.3 130 101.6 193 110.3 224 103.7
19.4 1,249 89.7 901 106.3 478 104.6 241 100.8 246 103.4 124 100.0 168 91.3 208 99.5
5 1,224 93.8 871 102.7 499 104.4 242 101.3 246 103.4 122 100.0 168 91.3 205 94.0
6 1,159 93.0 854 101.2 544 95.3 242 102.1 246 103.4 125 102.5 154 90.1 202 96.7
7 1,170 94.5 862 100.2 556 100.7 243 102.1 246 103.4 125 100.8 145 94.2 196 95.6
8 1,161 93.9 866 100.2 563 109.1 244 101.7 246 103.4 125 100.8 157 99.4 203 101.0
9 1,162 90.4 900 103.7 536 108.1 246 101.7 246 102.9 125 102.5 166 88.8 216 97.7
10 1,152 90.1 896 103.5 481 117.9 245 102.9 246 102.9 126 102.4 170 83.3 217 96.9
11 1,162 86.7 903 104.8 467 104.7 244 102.1 249 104.5 125 100.8 175 84.1 212 95.5
12 1,253 91.8 910 105.9 524 107.4 243 101.7 256 106.1 129 105.7 186 82.3 215 92.7
20.1 1,183 94.2 902 102.0 457 109.9 246 102.5 267 108.4 128 103.2 135 86.0 206 95.8
2 1,166 92.4 924 106.6 558 124.3 244 102.1 265 107.4 128 104.1 190 98.4 215 98.6
3 1,175 94.8 931 104.8 580 121.3 247 102.5 265 107.5 131 106.5 195 106.6 220 100.0

20.4 1,175 94.1 900 99.9 553 115.7 249 103.3 265 107.6 132 106.5 193 114.9 222 106.7
5 1,158 94.6 884 101.5 564 113.0 253 104.5 264 107.3 134 109.8 195 116.1 223 108.8
6 1,076 92.8 905 106.0 602 110.7 255 105.4 264 107.3 133 106.4 185 120.1 219 108.4
7 1,066 91.1 900 104.4 597 107.4 253 104.1 264 107.1 134 107.2 193 133.1 221 112.8
8 1,056 91.0 893 103.1 577 102.5 253 103.7 264 107.3 136 108.8 196 124.8 227 111.8
9 1,062 91.4 906 100.7 525 97.9 253 102.8 264 107.3 136 108.8 216 130.1 240 111.1
10 1,085 94.2 903 100.8 424 88.1 252 102.9 264 107.3 135 107.1 211 124.1 247 113.8
11 1,049 90.3 892 98.8 417 89.3 252 103.3 265 106.6 135 108.0 205 117.1 241 113.7
12 1,105 88.2 894 98.2 459 87.6 250 102.9 265 103.4 136 105.4 207 111.3 239 111.2
21.1 1,080 91.3 892 98.9 389 85.1 249 101.2 266 99.3 136 106.3 149 110.4 201 97.6
2 1,047 89.8 888 96.1 428 76.7 247 101.2 266 100.2 136 106.3 186 97.9 221 102.8
3 1,025 87.2 902 96.9 425 73.3 246 99.6 265 100.2 131 100.0 180 92.3 226 102.7

21.4 1,059 90.1 900 100.0 410 74.1 244 98.0 265 100.2 133 100.8 173 89.6 218 98.2
5 1,074 92.7 869 98.3 481 85.3 240 94.9 265 100.4 131 97.8 167 85.6 215 96.4
6 1,016 94.4 859 94.9 511 84.9 236 92.5 266 100.8 127 95.5 160 86.5 209 95.4
7 1,015 95.2 870 96.7 487 81.6 235 92.9 265 100.7 127 94.8 154 79.8 205 92.8
8 1,006 95.3 880 98.5 397 68.8 239 94.5 266 100.6 129 94.9 157 80.1 206 90.7
9 999 94.1 875 96.6 389 74.1 239 94.5 266 100.8 126 92.6 188 87.0 223 92.9
10 1,020 94.0 827 91.6 388 91.5 234 92.9 266 100.8 128 94.8 184 87.2 228 92.3
11 996 94.9 841 94.3 401 96.2 237 94.0 267 100.7 127 94.1 188 91.7 224 92.9
12 1,115 100.9 833 93.2 453 98.7 238 95.2 265 100.0 128 94.1 209 101.0 233 97.5
22.1 1,008 93.3 829 92.9 416 106.9 235 94.4 265 99.7 127 93.4 151 101.3 203 101.0
2 1,042 99.5 836 94.1 419 97.9 238 96.4 264 99.2 127 93.4 194 104.3 219 99.1
3 1,043 101.8 812 90.0 415 97.6 236 95.9 266 100.4 127 96.9 177 98.3 214 94.7

22.4 1,127 106.4 818 90.9 424 103.4 236 96.7 266 100.6 130 97.7 177 102.3 211 96.8
5 1,095 102.0 797 91.7 483 100.4 238 99.2 283 106.7 131 100.0 178 106.6 215 100.0
6 1,015 99.9 800 93.1 538 105.3 239 101.3 266 100.0 131 103.1 183 114.4 213 101.9
7 1,025 101.0 812 93.3 489 100.4 241 102.6 265 99.8 129 101.6 177 114.7 220 107.3
8 1,059 105.3 808 91.8 497 125.2 239 100.0 266 100.2 130 100.8 166 105.5 213 103.4
9 1,093 109.4 808 92.3 519 133.4 237 99.2 265 99.8 129 102.4 193 102.5 223 100.0
10 1,146 112.4 789 95.4 437 112.6 233 99.6 266 100.0 128 100.0 197 106.8 228 100.0
11 1,166 117.1 796 94.6 437 109.0 236 99.6 265 99.5 129 101.6 206 109.7 228 101.8
12 1,270 113.9 792 95.1 468 103.3 233 97.9 273 103.1 130 101.6 240 114.7 246 105.6
23.1 1,156 114.7 822 99.2 425 102.2 234 99.6 281 106.0 129 101.6 184 122.0 226 111.3
2 1,165 111.8 795 95.1 502 119.8 233 97.9 281 106.4 133 104.7 203 104.7 229 104.6
3 1,137 109.0 803 98.9 486 117.1 236 100.0 280 105.3 133 104.7 217 122.4 232 108.4

資料：卸売価格は農林水産省統計部「食肉流通統計」、鶏肉は「日本経済新聞」、鶏卵は「JA全農たまご東京M規格」
　　　　小売価格は総務省「小売物価統計調査報告」
注１：牛肉及び豚肉の卸売価格は東京及び大阪の中央市場における省令規格（去勢牛B3、B2）１kg当りの価格である。
注２：鶏卵の卸売価格は消費税を含まない。
注３：小売価格は東京都区部の100ｇ当りの価格であり、基本銘柄は、牛肉及び豚肉はロース、鶏肉はもも肉、鶏卵はLサイズ10個。

（単位：円、％）

鶏卵牛肉
年度・月

豚肉 鶏肉
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第９節　畜産経営対策

１　産地競争力の強化に向けた総合的推進

⑴ 「強い農業づくり交付金」のうち畜産生産基盤育
成強化

　地域内一貫生産体制の確立や効率的生産のための外
部化・分業化のための施設等の整備、畜産経営を円滑
に継承するための離農跡地等の条件整備を推進すると
ともに、哺乳ロボットを活用した超早期離乳等の新た
な生産方式の普及や、子牛生産部門の協業化、地域の
核となる協業法人経営体育成のための施設等の整備の
支援を行った。
⑵ 「農畜産業機械等リース支援事業」のうち畜産新

規就農等支援型
　施設、機械等の初期投資額が非常に大きな畜産分野
において畜産への新規就農等の促進を図るため、新規
就農者及び後継者の就農や経営継承に伴う規模拡大に
必要な機械等のリース方式による導入の支援を行った。
⑶ 農業競争力強化対策民間団体事業のうち畜産経営

活性化サポート事業
ア　経営技術の高度化推進
　専門家集団の組織化・人材育成、支援体制の構築
等を行い支援活動をサポートするとともに、指導用
資料等の作成等を行った。
イ　生産・経営情報中央データベースの構築等
　都道府県の効率的な経営支援活動を支援するた
め、必要なシステムの開発・提供を行うとともに、
経営情報利用ツールの活用に関する研修等を実施し
利用の普及を図った。
ウ　産地リーダー養成研修会・経営者交流会等
　地域活性化に貢献するリーダー的経営者を養成す
るため、経営管理者としてのスキルアップに係る養
成研修を行うとともに、リーダー間またはリーダー
とその他の経営者のネットワーク化を推進する交流
会を開催した。
エ　畜産情報ネットワークの促進
　畜産情報ネットワーク推進を図るため、生産情報
の提供推進、研修会の開催、各種調査を実施し、生
産者、支援者等に対し、迅速な畜産関係情報の提供
を行った。
オ　畜舎建設に係る関連基準の検討
　畜舎・堆肥舎の建築コストを低減するため、学識
経験者等による検討会を開催し、建築部材の調査・
試験により建築コストの作成に必要なデータの収

集・分析を行い、これを基に指導資料等を作成した。
カ　畜産経営継承の円滑化
　円滑な経営継承を行うための経営・財務等に係る
相談活動及び経営を中止する畜産経営を継承する新
規就農者等が早期の経営安定を図るための経営・技
術指導等を行った。
キ　畜産サービス事業体へのサポート対策
　畜産サービス事業体についての調査を行い、調査
結果を基に業務効率化のための管理体制の強化を図
るとともに、畜産サービス事業体への就業希望者の
確保のための情報発信を行った。

２　畜産環境対策

⑴ 地域バイオマス利活用交付金（うち畜産関係）家
畜排せつ物利活用施設の整備

　地域ごとの実情に応じて、家畜排せつ物等有機性資
源の利活用に必要な堆肥化施設等の共同利用施設及び
堆肥散布機械等の共同利用機械の整備の支援を行っ
た。22年度については、９地区で実施した。

３　畜産経営関係主要資金の融通

⑴　農業近代化資金
　昭和36年に制定された農業近代化資金は、農協系統
資金等に利子補給を行い、資金を農業部内に環流さ
せ、民間金融としての自主性に委ねつつ、農業経営の
近代化に資すると認められる施設資金等の供給を行う
ことを目的に創設された。
　平成17年度には国及び地方公共団体を通じた財政改
革（三位一体改革）のための国の補助金等の整理及び
合理化等に伴い、都道府県が行う利子補給に係る政府
の助成が廃止・税源移譲し、都道府県の責任において
実施することとなった。
　平成22年度に認定農業者が借り受ける場合は、貸付
当初５年間実質無利子（限度額：個人1,800万円、法
人3,600万円（それぞれ500万超の資金が対象））。

表10　農業近代化資金融資実績
（単位：百万円） 

　　区　　　分　　19年度　 20年度　 21年度　22年度※
畜産関係
　　家畜購入　　　13,027　　11,660　　10,359　　10,114
　　資金総額　　　48,551　　49,079　　46,955　　35,510

※平成17年度から「家畜購入」以外の区分は不明。
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⑵　農業経営基盤強化資金
（スーパー L資金）

　本資金は６年度に創設され、経営感覚に優れた効率
的かつ安定的な経営体の育成に資するため、農業経営
基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた
農業者に対して、計画に即して規模拡大その他の経営
展開を図るために必要な資金を融通している。
　22年度に認定農業者が借り受ける場合は、貸付当初
５年間実質無利子（限度額：個人１億円、法人３億円
（それぞれ500万超の資金が対象））となっている。22
年度の畜産関係融資実績は、最終貸付件数1,617件、
625億円であった。
　また、畜産関係融資は融資額全体の57.6％を占め、
その内訳は、肉用牛16.9％、酪農16.0%、養豚12.3％、
養鶏10.9％であった。

⑶　農業改良資金
　59年度に畜産振興資金供給事業として発足した畜産
振興資金は、60年度に、農業改良資金のうち合理的な
農業の生産方式を図るための資金（生産方式改善資
金）に組み入れられ、その後、61、元、４、７、13年
度には、資金内容の拡充が図られた。
　14年度には、分かりやすく、使いやすい資金制度と
するための各種制度資金の抜本的見直しにより、国が
指定する特定の農業技術を導入するための資金から、
担い手の創意工夫により新作物や新技術の導入などに
チャレンジするための資金に変更され、それに伴い、
畜産振興資金等の作目別資金は廃止された。また、都
道府県からの直接貸付けに加え、民間金融機関からの
貸付けを追加するとともに、民間金融機関からの貸付
については、農業信用基金協会による債務保証の対象
とするなどの措置が講じられた。
　平成20年度には、新たに「中小企業者と農林漁業者
との連携による事業活動の促進に関する法律」に基づ
く中小企業者に対する貸付けの拡大等及び「農林漁業
有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進
に関する法律」に基づく償還期間の特例等の措置を講
じた。
　平成22年度の法改正により、同年10月、融資主体が
都道府県から日本公庫に変更となり、農業者が円滑に
借り入れられるよう、担保・保証人の設定義務等が廃
止された。

⑷　家畜飼料特別支援資金
　配合飼料価格の上昇に対応して、飼料購入資金を低
利で融通する家畜飼料特別支援資金を19年度に創設
し、第３四半期から発動。
　22年度までの融資実績（計画承認額ベース）は、

3,408件、598億円であった。
⑸　畜産経営環境調和推進資金

　11年度に家畜排せつ物法が制定され、家畜排せつ物
の処理・利用のための施設・機械等の整備を円滑に行
うため、畜産経営環境調和推進資金を融通している。

第10節　畜産技術対策

１　家畜改良増殖対策事業

⑴　乳用牛改良増殖推進
ア　乳用牛改良体制強化
　我が国の乳用牛改良体制の強化を図るため、中央
及び都道府県の乳用牛改良関係団体、行政機関、農
業団体、学識経験者等で構成される全国会議等を通
じて、牛群検定と後代検定の総合的な推進方策につ
いて検討した。また、地域における乳用牛改良の指
導者を育成するため、乳用牛改良地域指導者研修会
を開催した。
イ　乳用牛群検定普及定着化
　乳用雌牛の的確な選抜淘汰や飼養管理の改善を通
じ、泌乳能力の向上、乳質の改善、選択的利用を促
進し、酪農経営の改善に大きな役割を果たしてきた
乳用牛群検定について、さらに生産性の向上による
コストの低減等を図るため、非検定参加農家への参
加促進を一層強化し普及率向上を図り、牛群検定
データを利用した指導体制の強化等を推進した。ま
た、自動搾乳システムを用いた酪農経営における泌
乳能力の検定手法や遺伝的能力評価への活用などに
ついても検討した。
　22年度末現在、46都道府県で、合計9,707戸の農
家の555,521頭の牛が能力検定に参加しており、検
定頭数でみた普及率は59.5％であった。
ウ　乳用種雄牛後代検定推進
　乳用種雄牛後代検定事業は、昭和59年度から牛群
検定農家を活用したフィールド方式により全国統一
で実施してきたが、改良速度をさらに向上するため
には、候補種雄牛の質的向上を図り、成績上位の検
定済種雄牛を少数精鋭で利用する必要があることか
ら、より高能力が期待できる候補種雄牛185頭を２
期に分けて調整交配するとともに、検定済種雄牛
については、総合指数上位40位の利用を推進した。
また、改良体制の強化を図るために国際機関（イン
ターブル）の行う種雄牛の国際評価に参加している。
　なお、国内で供用されている種雄牛は、ほぼすべ
てが本事業による検定済種雄牛となっている。
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エ　乳用牛国際競争力強化促進事業
　我が国の風土に適した国内遺伝資源を活用した国
産乳用種雄牛基盤づくりを推進するため、海外種雄
牛評価データの収集を行うとともに、牛群検定デー
タを分析し、国産種雄牛および海外種雄牛の利用結
果の検証を進めた。
　また、総合指数の改善に向けた分析を実施した。

⑵　肉用牛改良増殖推進
　肉用牛の育種改良体制の強化を図るとともに、和牛
の遺伝的多様性を確保するため、種畜の血統分析を行
うとともに、優良な育種資源の広域的な利用と全国規
模での評価体制の構築に向けた会議を開催した。

⑶　中小家畜改良増殖推進
　豚については、改良施設の整備を推進するとともに
遺伝的能力評価の普及・推進を図るため、普及推進会
議等を開催した。
　鶏については、高品質鶏作出のための改良、特性調
査、育種改良関連新技術の実用化を行うための施設の
整備を推進した。
　ミツバチについては、花粉交配用ミツバチの安定確
保のため、各都道府県における花粉交配用ミツバチの
需給調整システムを運用するとともに、養蜂家及び園
芸農家向けの技術マニュアルを作成した。

⑷　馬改良推進
　馬の改良増殖を図るため、馬産地技術者養成のため
の研修会を開催するとともに、馬の育成施設の整備を
推進した。

２　畜産新技術実用化対策事業

⑴　和牛有用遺伝子の解明促進
　和牛遺伝資源の保護・活用に資するため「和牛知的
財産権取得・活用推進協議会」に設置した共同研究推
進委員会および和牛ゲノム特許活用推進委員会におい
て、遺伝子特許の取得促進や利活用等について検討し
た。
　和牛肉の食味及び早熟性に関する評価指標の検討を
推進した。

⑵　DNA育種技術開発実用化
　DNA解析技術を活用した家畜の育種手法の開発と
その利用を図るため、都道府県等と連携し、血統及び
能力が明らかとなっているDNA解析用サンプルの採
集、乳頭欠損症等の遺伝性疾患の原因遺伝子等の解析
を進めるとともに、事業の推進を図るために関係機関
による全国DNA育種推進会議を開催した。

⑶　電子標識による個体識別システムの有効活用
　牛個体識別システムで利用するのに最適な電子標識

の選定、統一すべき規格等の調査・検討を行うため、
有識者による電子標識検討委員会及び同作業部会を開
催するとともに、６箇所の農家・関係機関の協力を得
て、生産現場等での利用可能性についてフィールド実
証調査を実施した。
　また、これらの結果を踏まえて、電子標識の導入に
係るリファレンスをとりまとめ、極超短波（UHF）
帯の電子標識を牛個体識別に利用するのに最適なもの
として選定した。
　さらに、電子標識を利用し、牛の飼養管理及び牛群
管理等を効率化するためのシステムの機能追加等の開
発及び運用を行った。

３　中央畜産技術研修

　国及び都道府県の畜産関係職員等を対象とした中央
畜産技術研修会を独立行政法人家畜改良センター中央
畜産研修施設（福島県西白河郡西郷村）において実施
した。
　本研修は、都道府県、市町村、地方農政局、畜産関
係団体、独立行政法人家畜改良センター等の畜産関係
職員を対象として、畜産に関する高度の知識及び技術
の習得並びに指導能力を向上させることを目的として
いる。具体的には、技術職員の再訓練のための専門技
術研修や畜産に関する高度な学理、新技術を修得させ
るための研修等を実施した。
　また、都道府県の職員においては、各都道府県段階
において実施する畜産技術研修会において、主要な講
師として本研修を反映した研修を行うことにより、新
しい技術が速やかに全国各地に浸透するようにしてい
る。
　22年度は、新任畜産技術職員、畜産行政、畜産物
のリスク管理、畜産新技術A・B、酪農、肉用牛、養
豚、養鶏、畜産統計処理、飼料A・B、放牧、自給飼
料A・B、畜産環境保全、畜産経営A・B、公益法人会
計の各部門（15講座）について短期研修（各３～ 11
日間延べ62日）を実施し、合計551名が受講した。

第11節　飼料対策

１　自給飼料対策

草地開発整備対策 
⑴　草地開発整備関係調査

ア　草地整備等技術設計基準作成調査
 草地整備等に関する全国統一的な手法や方針のも
とに事業を実施するため、技術的課題の解決や事業
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コストの削減等に資する計画設計基準及び技術指針
の策定と基礎的課題の解決方策を検討するための調
査を実施した。　　　　　　　　（予算額3,630万円）
イ　土地資源活用飼料基盤拡大基本調査
 飼料生産基盤の面的拡大のため、飼料供給源とな
りうる土地資源について、活用の実態を調査し、利
用上の権利調整等の問題について解決策を検討する
とともに、飼料基盤としての利用を図るための基
本構想及び整備手法を策定するための調査を実施し
た。　　　　　　　　　　　　　（予算額8,930万円）
ウ　地域飼料資源有効活用整備調査
 耕作放棄地や将来的に遊休化が懸念される農地に
ついて、TMRセンター等により有効利用を図ろう
とする地域を対象に意向調査等を行い、既存草地の
有効利用方策や担い手への農地集積手法を策定する
ための調査を実施した。　　　　（予算額1,620万円）
エ　土壌条件不利地域畜産的活用整備調査
 農業生産性が低く、土壌条件が不利な地域におい
て、農用地等の利用の実態と課題等を調査し、飼料
生産基盤としての高位転換化の方向やその整備手法
を検討し、整備構想を策定するための調査を実施し
た。　　　　　　　　　　　　　（予算額1,650万円）

⑵　草地畜産基盤整備事業
　大型機械化体系に対応した効率的な飼料基盤の整備
を総合的に推進するため、次の事業を113地区で実施
した。

（国庫補助金54億3,400万円）
ア　都道府県営草地整備事業
ア　担い手中核型（北海道のみ）
　北海道における老朽化した草地について、大型
機械化体系に対応した効率的な草地への変換を図
るため、起伏修正や排水改良等の整備を実施した。
ａ　事業の規模
⒜　事業完了後の受益面積が500ha以上（中山
間地域250ha以上）
⒝　事業参加者に占める担い手農家のシェアが
事業完了時で、1/3以上

ｂ　補助率50％以内
イ　公共牧場中核型事業
　事業地区内の公共牧場の役割分担の明確化を図
り、再編整備を行うとともに周辺農家の草地等の
一体的な整備を実施した。
ａ　事業の規模
⒜　公共牧場の既存草地面積が、北海道250ha
以上（中山間地域125ha以上）、都府県100ha
以上（中山間地域50ha以上）

⒝　事業終了後の受益面積がおおむね、北海道
300ha以上（中山間地域150ha以上）、都府県
60ha以上（中山間地域30ha以上）
⒞　完成年度から起算して５年以上経過してい
ること

ｂ　補助率50％以内
イ　畜産担い手育成総合整備事業
①　担い手育成対策
ア　担い手支援型事業
　担い手への飼料生産基盤の利用集積を計画的か
つ加速的に推進するため、草地、野草地、放牧用
林地等の整備改良等を総合的かつ一体的に整備を
実施した。
ａ　事業の規模 
　　次のすべての要件を満たすこと
⒜　担い手への土地利用の集積（作業受託を含
む）の増加率が家畜飼養頭数の増加率を上回
ることが確実であること。　　　　
⒝　事業完了時に、担い手の占める受益草地等
の面積シェアを以下のとおり増加させること。
・30％未満のとき40％以上となること
・30％以上50％未満のとき10％ﾎﾟｲﾝﾄ以上増
加すること
・50％以上55％未満のとき60％以上となるこ
と
・55％以上90％未満のとき５％ﾎﾟｲﾝﾄ以上増
加すること
・90％以上95％未満のとき95％以上となるこ
と
・95％以上のとき基準に適合する農業者及び
農業者の組織する団体への利用集積が見込
まれること

⒞　事業完了後の受益面積が30ha（北海道
200ha）以上

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
　美2/3以内）
イ　再編整備型事業
　担い手を主体とした畜産主産地の形成又は再編
整備等を図るため、基本施設整備及び農業用施設
整備等を行った。
ａ　事業の規模 
　　次のすべての要件を満たすこと
⒜　事業参加者が10人（中山間地域５人）以上
⒝　家畜飼養頭数（肥育豚換算）が2,000頭
（中山間地域1,000頭）以上の地区であって、
事業完了後において3,000頭（中山間地域
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1,500頭）以上に増加することが確実と見込
まれる地区
⒞　事業完了後の地区において担い手に係る畜
産物生産がおおむね1/2以上
⒟　事業完了後の受益面積が30ha（中山間地
域15ha）以上

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

ウ　水田地帯等担い手育成型事業
　水田地帯等における新たな畜産の担い手の育成
と農地の有効活用を図るため、耕種農家等円滑に
畜産を導入できるよう支援しつつ、飼料生産基盤
と農業施設を一元的に整備を実施した。
ａ　事業の規模 
　　次のすべての要件を満たすこと
⒜　事業参加者が10人（中山間地域５人）以上
⒝　事業完了後の牛飼養頭数が現況に比して、
成牛換算で100頭（中山間地域50頭）以上増 
加することが確実と見込まれること。
⒞　事業完了後において、酪農又は肉用牛生産
に係る担い手の割合が事業参加農業者の50％
以上を占めること。
⒟　事業完了後の受益面積が30ha（中山間地
域15ha）以上。ただし、受益草地の面積に
は、稲わら収集面積の1/2に相当する面積を
受益草地等の面積の1/2を超えない範囲で含
めることができる。

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

②　耕作放棄地等活用対策
ア　担い手支援型事業、再編整備型事業、水田地帯
等担い手育成型事業
ａ　事業の規模
対象地域において、耕作放棄地率等の要件を　
満たしていること

ｂ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄・奄
美70％以内）

③　飼料自給率向上対策
ア　担い手支援型事業、再編整備型事業、水田地帯
等担い手育成型事業
ａ　事業の規模
　対象地域において、飼料自給率等の要件を満
たしていること
ｂ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄・奄
美70％以内）

④　草地施工技術実証調査事業

ア　担い手支援型事業、再編整備型事業、水田地帯
等担い手育成型事業
ａ　事業の規模
　次に掲げる⒜から⒟までの全ての要件又は⒠
の要件を満たしていること
⒜　試験研究機関等において、近年開発され改
良が進められている又は開発されつつある実
用可能性の高い革新的技術であって、草地整
備等のコスト縮減が図られること
⒝　専門的・技術的な観点からみて、従来の施
工方法と比較して、単位面積当たりの作業時
間の短縮が期待されるもの又は効果的かつ効
率的な技術であってコストの低減が期待され
ること
⒞　技術の導入効果の検証及び展示等を行うこ
とにより十分な波及効果が得られること
⒟　実証調査の対象となるモデル地区農家の同
意が得られている又は同意が得られることが
確実であり、かつ、試験研究機関との連携が
確保されること。
⒠　その他、草地整備等のコストが低減される
技術であって、地方農政局長等が必要と認め
たものであること。

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

ウ　草地林地一体的利用総合整備事業
　中山間地域等において、林地や草地等農用地を谷
を単位とした畜産的土地利用体系に再編整備するた
め、草地及び放牧林地等の造成整備改良及びこれら
の草地等に附帯する施設の整備を行った。
ア　事業の規模
　　・対象地域要件：次の全てを満たすこと

ａ　中山間地域関係５法（山振法、過疎法、半島
法、離島法、特定農山村法）指定地域であるこ
と
ｂ　酪肉近代化計画策定市町村であること
ｃ　家畜飼養頭数（肥育豚換算）1,000頭以上
ｄ　次のいずれかを満たすこと
⒜　林野率が75％以上
⒝　畑の面積のうち勾配15度以上の面積が1/2
以上
⒞　田の面積のうち勾配1/20以上の面積が1/2
以上
⒟　積算気温が著しく低く、かつ大家畜頭数が
都道府県平均以上で、かつ林野率50％以上等
⒠　耕作放棄地率が10％以上かつ林野率50％以
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上であって、農業経営基盤強化促進法に基づ
く農業経営基盤強化促進基本構想に耕作放棄
地対策を定めている市町村

・実施地区要件：次のすべてを満たすこと
ａ　林地と草地等農用地が混在し、これらの土地
の一体的再編整備により畜産的利用の促進が見
込まれること
ｂ　草地、林地等の受益面積が30ha（林野率が
高い地域等にあっては15ha）以上、気候的条
件の厳しい地域にあっては60ha以上
ｃ　受益面積のうち既耕地等の整備面積が1/2以
上

イ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄75％以
内、奄美70％）

エ　担い手育成草地集積事業
　意欲のある経営体等への草地の利用集積を促進す
るため、畜産担い手育成総合整備事業に係る農家負
担分について、日本政策金融公庫が受益者等に無利
子資金を融通するための原資の貸し付けを行った。
ア　貸付額　対象事業費の10％相当以内
イ　償還期間　25年（うち据置10年）以内
ウ　貸付利率　無利子

⑶　農山漁村地域整備交付金
　地域の自主性、裁量により、地区間、事業間、年度
間調整等の予算の融通が可能な交付金として、大型機
械化体系に対応した効率的な飼料基盤の整備や家畜排
せつ物処理施設、たい肥の還元用草地等の整備を総合
的に推進するため、次の事業を実施した。
ア　経営体育成基盤整備事業のうち草地整備型
ア　道営草地整備事業（北海道のみ）
　北海道における老朽化した草地について、大型
機械化体系に対応した効率的な草地への変換を図
るため、起伏修正や排水改良等の整備を実施した。
ａ　事業の規模
⒜　事業完了後の受益面積が500ha以上（中山
間地域250ha以上）
⒝　事業参加者に占める担い手農家のシェアが
事業完了時で、1/3以上

ｂ　補助率50％以内
イ　公共牧場整備事業
事業地区内の公共牧場の役割分担の明確化を図
り、再編整備を行うとともに周辺農家の草地等の
一体的な整備を実施した。
ａ　事業の規模
⒜　公共牧場の既存草地面積が、北海道250ha
以上（中山間地域125ha以上）、都府県100ha

以上（中山間地域50ha以上）
⒝　事業終了後の受益面積がおおむね、北海道
300ha以上（中山間地域150ha以上）、都府県
60ha以上（中山間地域30ha以上）
⒞　完成年度から起算して５年以上経過してい
ること

ｂ　補助率50％以内
イ　経営体育成基盤整備事業のうち畜産担い手総合整
備型
ア　担い手支援型整備事業
　担い手への飼料生産基盤の利用集積を計画的か
つ加速的に推進するため、草地、野草地、放牧用
林地等の整備改良等を総合的かつ一体的に整備を
実施した。
ａ　事業の規模 
　次のすべての要件を満たすこと
⒜　担い手への土地利用の集積（作業受託を含
む）の増加率が家畜飼養頭数の増加率を上回
ることが確実であること。　　　　
⒝　事業完了時に、担い手の占める受益草地等
の面積シェアを以下のとおり増加させること。
・30％未満のとき40％以上となること
・30％以上50％未満のとき10％ﾎﾟｲﾝﾄ以上増
加すること
・50％以上55％未満のとき60％以上となるこ
と
・55％以上90％未満のとき５％ﾎﾟｲﾝﾄ以上増
加すること
・90％以上95％未満のとき95％以上となるこ
と
・95％以上のとき基準に適合する農業者及び
農業者の組織する団体への利用集積が見込
まれること

 ⒞　事業完了後の受益面積が30ha（北海道
200ha）以上

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

イ　担い手再編型整備事業
　担い手を主体とした畜産主産地の形成又は再編
整備等を図るため、基本施設整備及び農業用施設
整備等を行った。
ａ　事業の規模 
　次のすべての要件を満たすこと
⒜　事業参加者が10人（中山間地域５人）以上
⒝　家畜飼養頭数（肥育豚換算）が2,000頭
（中山間地域1,000頭）以上の地区であって、
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事業完了後において3,000頭（中山間地域
1,500頭）以上に増加することが確実と見込
まれる地区
⒞　事業完了後の地区において担い手に係る畜
産物生産がおおむね1/2以上
⒟　事業完了後の受益面積が30ha（中山間地
域15ha）以上

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

ウ　水田地帯等担い手育成型整備事業
　水田地帯等における新たな畜産の担い手の育成
と農地の有効活用を図るため、耕種農家等円滑に
畜産を導入できるよう支援しつつ、飼料生産基盤
と農業施設を一元的に整備を実施した。
ａ　事業の規模 
　次のすべての要件を満たすこと
⒜　事業参加者が10人（中山間地域５人）以上
⒝　事業完了後の牛飼養頭数が現況に比して、
成牛換算で100頭（中山間地域50頭）以上増 
加することが確実と見込まれること。
⒞　事業完了後において、酪農又は肉用牛生産
に係る担い手の割合が事業参加農業者の50％
以上を占めること。
⒟　事業完了後の受益面積が30ha（中山間地
域15ha）以上。ただし、受益草地の面積に
は、稲わら収集面積の1/2に相当する面積を
受益草地等の面積の1/2を超えない範囲で含
めることができる。

ｂ　補助率　50％以内（離島55％以内、沖縄・奄
美2/3以内）

エ　耕作放棄地等活用対策
ａ　事業の規模
　担い手支援型整備事業、担い手再編型整備事
業、水田地帯等担い手育成型整備事業の対象地
域において、耕作放棄地率等の要件を満たして
いること
ｂ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄・奄
美70％以内）

オ　飼料自給率向上型整備事業
ａ　事業の規模
　担い手支援型整備事業、担い手再編型整備事
業、水田地帯等担い手育成型整備事業の対象地
域において、対象地域において、飼料自給率等
の要件を満たしていること
ｂ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄・奄
美70％以内）

ウ　経営体育成基盤整備事業のうち草地林地総合整備
型
　中山間地域等において、林地や草地等農用地を谷
を単位とした畜産的土地利用体系に再編整備するた
め、草地及び放牧林地等の造成整備改良及びこれら
の草地等に附帯する施設の整備を行った。
ア　事業の規模
　　・対象地域要件：次の全てを満たすこと

ａ　中山間地域関係５法（山振法、過疎法、半島
法、離島法、特定農山村法）指定地域であるこ
と
ｂ　酪肉近代化計画策定市町村であること
ｃ　家畜飼養頭数（肥育豚換算）1,000頭以上
ｄ　次のいずれかを満たすこと
⒜　林野率が75％以上
⒝　畑の面積のうち勾配15度以上の面積が1/2
以上
⒞　田の面積のうち勾配1/20以上の面積が1/2
以上
⒟　積算気温が著しく低く、かつ大家畜頭数が
都道府県平均以上で、かつ林野率50％以上等
⒠　耕作放棄地率が10％以上かつ林野率50％以
上であって、農業経営基盤強化促進法に基づ
く農業経営基盤強化促進基本構想に耕作放棄
地対策を定めている市町村

　　・実施地区要件：次のすべてを満たすこと
ａ　林地と草地等農用地が混在し、これらの土地
の一体的再編整備により畜産的利用の促進が見
込まれること
ｂ　草地、林地等の受益面積が30ha（林野率が
高い地域等にあっては15ha）以上、気候的条
件の厳しい地域にあっては60ha以上
ｃ　受益面積のうち既耕地等の整備面積が1/2以
上

イ　補助率　55％以内（離島60％以内、沖縄75％以
内、奄美70％）

エ　畜産環境総合整備事業
　家畜排せつ物処理施設、たい肥の還元用草地等の
整備促進等を通じた畜産を核とする資源リサイクル
システム又は悪臭発生防止モデルの構築、さらには
草地景観等の多面的機能を活用したふれあい施設の
整備等を通じ、自然・環境に調和した畜産への理解
の醸成を図りつつ、地域社会の活性化を図るため、
基盤整備及び施設整備等を行った。
ア　資源リサイクル型事業
ａ　事業規模
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⒜　事業参加資格者の家畜飼養頭羽数が、肥育
豚換算頭数で2,000頭（環境負荷脆弱地域の
場合は、1,000頭）以上
⒝　事業参加資格者のうち養畜の業務を営む者
が原則として10人（環境負荷脆弱地域の場合
は、５人）以上
⒞　基盤整備費及び施設整備費に係る受益面積
が、環境負荷脆弱地域において事業を実施す
る場合を除き、30ha（事業参加者のうち養
畜の業務を営む者の過半数が経営を移転しな
い場合にあっては、10ha）以上

ｂ　補助率　
　　　　内地、北海道1/3、45％、50％、55％以内
　　　　離島　　　　1/3、50％、55％、60％以内
　　　　沖縄　　　　1/3、50％、60％、75％以内
　　　　奄美　　　　1/3、50％、60％、75％以内
イ　草地畜産活性化型事業
　　ａ　事業の規模

⒜　基盤整備に係る受益面積が30ha以上
⒝　事業完了後の草地面積が北海道以外に
あっては、100ha以上、北海道にあっては、
300ha以上
⒞　家畜飼養頭羽数が肥育豚換算頭数で2,000
頭以上

　　ｂ　補助率　1/3、50％以内
ウ　新技術活用地域環境改善型事業
　　ａ　事業の規模

⒜　事業参加資格者の家畜飼養頭羽数が、肥育
豚換算頭数でおおむね2,000頭以上
⒝　事業参加資格者が10人以上であって、この
うち新技術を用いたモデル実証の核となる畜
産経営の担い手（認定農業者等）が半数以上
⒞　基盤整備費及び施設整備費に係る受益面積
が30ha以上
⒟　地域の環境改善が図られ、畜産主産地の育
成により地域の飼料基盤面積が増加

　　ｂ　補助率　50％以内
⑷　草地環境基盤整備対策（強い農業づくり交付金）
　畜産主産地等で一定規模要件をもって実施する飼料
基盤整備を補完しながら、地域の実情に対応したより
きめ細かな飼料基盤整備等を実施した。
ア　飼料基盤再編型
ア　事業の規模
　基盤整備に係る受益面積の合計がおおむね5ha
以上。
　酪農及び肉用牛に係る担い手の割合が事業参加

者の1/2以上。
イ　補助率
　北海道及び内地50％以内、離島55％以内、沖縄
県及び奄美群島60%以内

イ　資源リサイクル型
ア　事業の規模
　基盤整備及び施設整備に係る受益面積の合計
が、環境負荷脆弱地域を除き、おおむね10ha以
上。
　事業参加者の家畜飼養頭羽数が、肥育豚換算頭
数でおおむね1,000頭以上。
イ　補助率
　北海道及び内地50％以内、離島55％以内、沖縄
県及び奄美群島60%以内

ウ　草地景域活用型
ア　事業の規模
　基盤整備及び施設整備に係る受益面積の合計
が、おおむね10ha以上。
　草地面積が北海道以外にあっては、おおむね
30ha以上、北海道にあっては、おおむね50ha以
上。
　家畜飼養頭羽数が肥育豚換算頭数で、おおむね
1,000頭以上。
イ　補助率
　北海道及び内地50％以内、離島55％以内、沖縄
県及び奄美群島60%以内

２　飼料作物生産振興対策

　飼料自給率目標の達成に向け、年度ごとの行動計画
に基づく関係者一体となった飼料増産運動を展開しつ
つ、自給飼料増産のための総合的な条件整備及び飼料
増産に向けた意欲的な取組への支援を行い、飼料自給
率の向上を通じた食料自給率の向上に資するため、次
の事業を実施した。

⑴　飼料増産の取組（強い農業づくり交付金）
　自給飼料生産拡大による自給飼料に立脚した畜産生
産構造への転換を図るため、自給飼料生産基盤の強化、
高生産性飼料生産システムの確立、TMRセンターの
設置、日本型放牧の拡大、公共牧場の効率的利用、未
利用地を活用した放牧等の畜産利用等に必要な作付条
件整備、施設の整備を推進。

（予算額143億8,500万円の内数）
　単収向上、生産の効率化等自給飼料生産に係る新技
術の確立・普及等に必要な条件整備を推進。

⑵　国産粗飼料増産対策事業
　高品質・高収量な稲発酵粗飼料の生産・利用やコン
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トラクター等飼料生産組織の経営高度化を推進。
また、粗飼料の効果的・安定的な供給体制を強化する
ため、広域流通拠点の整備を推進。

（予算額37億5,100万円）
⑶　農畜産業機械等リース事業

　産地の収益力を向上させるため、産地収益力向上協
議会が策定した産地収益力向上プログラムに基づく取
組に必要となる農業機械のリース導入を推進。

（予算額16億2,700万円）
⑷　耕畜連携粗飼料増産対策事業

　水田において、わら専用稲の生産、水田放牧又は資
源循環の取組による飼料作物の生産を推進。
　また、畑不作付地等において、飼料作物の新規作付
を推進。　　　　　　　 　　（予算額15億8,600万円）

３　流通飼料対策

飼料の需給及び価格の安定
⑴　22年度の飼料需給の動向

ア　飼料の総合需給
　22年度の飼料の総合需給規模（概算）は、可消化
養分総量（TDN）で前年度をわずかに上回る2,545
万t（0.7％減）と見込まれる。その内訳は、粗飼料
が539万t、濃厚飼料が2,007万tである。
　濃厚飼料のうち、輸入によるものは1,793万t、純
国内産は214万tと見込まれる。
イ　飼料穀物の国際需給
　2010/11年度の世界の粗粒穀物の生産量は、中
国、インド等で増加が見込まれるものの、米国、
EU、ロシア等で減少が見込まれることから、世界
全体では前年をわずかに下回る10億9,741万t（対前
年比1.6%減）と見込まれる。
　また、消費量は、米国、中国等で増加が見込まれ
ることから、世界全体では11億2,685万t（対前年比
1.1％増）と見込まれる。
　期末在庫量は、生産量が消費量を下回ることか
ら、１億6,588万t（対前年比15.1％減）、期末在庫率
は14.7％と見込まれる。
ウ　飼料穀物の国際価格
　飼料穀物の国際価格の指標となるとうもろこしの
シカゴ相場は、22年度当初は350セント/bu前後で
推移していたが、夏以降、米国のとうもろこし需給
の逼迫見通し等から上昇し、23年２月には、20年７
月以来の700セント/buを超える水準となった。
エ　配合飼料の需給及び価格の動向
　配合・混合飼料の生産量は、昭和63年度をピーク
に家畜飼養頭羽数の減少に伴って緩やかに減少し、

近年は2,400万t前後で推移しているが、22年度の生
産量は前年度をわずかに下回る2,448万t（対前年度
比1.3%減）となった。この内訳をみると、配合飼料
は前年度比1.3％減の2,402万t、混合飼料は前年度同
の46万tとなっている。
　配合飼料価格（全畜種平均価格）は、22年度の第
１四半期～第３四半期（４～ 12月）までは約53千
円/tであったが、主原料であるとうもろこしのシカ
ゴ相場の上昇により、第４四半期（１～３月）は21
年度第２四半期（７～９月）以来の値上げ（前期比
約3,450円/t）が行われ、約56千円/tとなった。

表11　主要飼料原料の輸入価格
（単位：円/t）

品名　　　　　　　　20年度　　　 21年度　　　22年度
とうもろこし  32,813  20,576  21,656
こうりゃん  31,000  19,239  20,565
大豆油かす  49,656  44,249  38,752
魚粉  102,158  100,027  134,720
資料：財務省「貿易統計」

表12　配合・混合飼料の用途別生産量
（単位：千t）

用途　　　　　　　　20年度　　　 21年度　　　22年度
採卵鶏用  6,430  6,423  6,394
ブロイラー用  3,898  3,975  3,955
養豚用  6,094  6,317  6,110
乳牛用  3,320  3,276  3,299
肉牛用  4,658  4,698  4,598
その他  99  114  123
　計  24,499  24,803  24,479

⑵　飼料穀物備蓄対策
　我が国は飼料原料の大宗を海外からの輸入に依存し
ており、海外主要生産国の凶作等による供給力の急
減、港湾ストライキ等による需給のひっ迫により畜産
経営に重大な影響が及ぶおそれがある。こうした事態
に対処し、飼料の安定的供給を図るため一定量の飼料
穀物の備蓄を行う必要がある。
　このため、飼料穀物備蓄対策の推進に努め、社団法
人配合飼料供給安定機構等が飼料穀物（とうもろこ
し・こうりゃん60万t）の備蓄を行うのに要する費用
の助成を行っている。（22年度予算額41億95百万円）
　また、とうもろこし・こうりゃんの代替となる大麦
等の備蓄については、国自らが実施しており、18年度
以降、特例的に大麦の全量を米に振替、米35万tの備
蓄を実施している。
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⑶　配合飼料価格安定対策
　飼料費は畜産物生産費の大きな部分を占めており、
配合飼料価格の上昇は、畜産経営に大きな影響を及ぼ
すことから、配合飼料価格が値上がりした場合に補て
んを行う通常補てんと異常補てんにより、畜産経営に
対する影響の緩和を図っている。
　通常補てんは、民間が自主的に積み立てた通常補て
ん基金により、原則として、当該四半期の配合飼料価
格が直前１年間の平均配合飼料価格を超える場合、
その額を補てんするものであり、異常補てんは、通常
補てんでは対処し得ない大幅な値上がりがあった場合
に、国と民間が２分の１ずつ積み立てた異常補てん基
金により補てんを行うものである。
　22年度においては、第４四半期に約3,450円/tの値
上げが行われ、生産者に通常補てん金3,250円/tが交
付された。

⑷　食品残さ飼料化（エコフィード）
　濃厚飼料の自給率向上を図るため、食品残さ等の未
利用資源の飼料化を効率的に進める取組を推進した。
ア　エコフィード緊急増産対策事業
ア　配合飼料原料としてのエコフィードの生産拡大
　配合飼料メーカーと食品残さ飼料化業者の両者
が連携してエコフィードの生産を増加させる取組
に対して支援。
イ　マッチング・システムの構築
　地域において、食品産業（排出側）及び畜産業
（利用側）等が、お互いの情報をマッチングする
ためのシステムの構築を支援。
ウ　地域未利用資源飼料化確立の支援
　食品残さの飼料化を実現するために必要な実証
試験等を支援。
エ　エコフィード利用畜産物認証制度の検討
　消費者の理解の下、畜産農家がエコフィードを
安定的に利用するためのエコフィード利用畜産物
認証制度の構築する取組への支援。

イ　地域資源活用型エコフィード増産推進事業
　地域のTMRセンター等が、地域の食品残さや飼
料作物を用いて混合飼料を生産する取組を支援。

⑸　飼料需給安定法の運用
ア　22年度飼料需給計画
　飼料需給安定法に基づき政府が行う22年度におけ
る輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しは、表13の
飼料需給計画によることとした。この計画は、国が
取り扱っている麦類を対象として、22年度におい
て、飼料の需給の安定に必要な数量を予定したもの
である。

表13　22年度飼料需給計画
（単位：千t）

品　目　　期首持越　買入数量　売渡数量　期末持越
小　麦  0  200  200  0
大　麦  0  1,410  1,410  0
　計  0  1,610  1,610  0

　この飼料需給計画は、農林水産大臣が飼料需給安定
法に基づき、年度末に翌年度の輸入飼料の買入、保管
及び売渡に関する計画として策定するものである。
イ　22年度の輸入飼料の需給実績
　政府が飼料需給安定法に基づいて22年度に実施し
た輸入飼料の需給実績は、表14のとおりである。

表14　22年度飼料需給実績
（単位：千t）

品　目　　期首持越　買入数量　売渡数量　期末持越
小　麦  0  110  110  0
大　麦  0  1,099  1,099  0
　計  0  1,209  1,209  0
（注）単位未満四捨五入のため計と一致しない場合が　　
　ある。

第12節　中央競馬及び地方競馬

１　中 央 競 馬

　22年度（１～ 12月）の中央競馬は、札幌、函館、
福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉
の10競馬場において、合計36回、288日開催された。
　売得金は２兆4,276億円、入場人員は674万人とな
り、前年比では売得金で6.3％の減少、入場人員で
7.9％の減少となった。
　この結果、売得金総額の10％に相当する2,428億円
を第１国庫納付金として納付するとともに、22年度決
算により生じた利益剰余金の50％に相当する20億円を
第２国庫納付金として納付した。
　中央競馬の馬主、調教師、騎手及び競走馬は、日本
中央競馬会が行う登録または免許を受けなければなら
ないが、23年１月１日現在では、馬主2,321名（うち
法人295、組合46、本邦外個人５）、調教師218名、騎
手142名、登録馬7,989頭となっており、またきゅう務
員等2,672名となっている。
　なお、23年３月に東日本大震災が発生したことによ
り、福島、中山及び東京競馬場が被災し、３月12、13
日の中央競馬、３月19日以降の中山競馬の開催を中止
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した。また、３月19日～ 27日の開催については、被
災地支援競馬として売上げの一部を被災地へ拠出した。

２　地 方 競 馬

　22年度（４～３月）の地方競馬は、全国の17競馬場
において16主催者（道県２、指定市３、一部事務組合
11）で合計290回、1,432日開催された。
　売得金は合計3,332億円、入場人員は合計396万人と
なり、前年比では売得金は8.3％の減少、入場人員は
11.7％の減少となった。
　また、地方公共団体金融機構に対し、前年度の経営
実績等に応じて合計７億円が納付された。
　地方競馬の馬主、調教師、騎手及び競走馬は、地方
競馬全国協会が行う登録又は免許を受けなければなら
ないが、23年３月31日現在では、馬主5,072名（うち
法人334、組合28）、調教師570名、騎手332名、登録馬
12,551頭（平地11,608頭、ばんえい943頭）となってお
り、また、23年３月１日現在の認定きゅう務員は2,446
名となっている。
　なお、23年３月に東日本大震災が発生したことによ
り、水沢及び船橋競馬場が被災し、東北・関東地方を
中心に６主催者で計23日分の競馬開催を中止した（う
ち１日分は日程を変更して開催）。また、各主催者に
おいては、復興支援競走等を開催し、売上げの一部を
被災地へ拠出した。

第13節	 農業生産工程管理（GAP）
の推進

　農業生産工程管理（GAP：GoodAgriculturalPractice）
とは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内
容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活
動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行う
ことによる持続的な改善活動のことである。
　農業生産工程管理（GAP）については、全国で約
2,200産地（平成23年３月末時点、福島県を除く）まで
導入が拡大している一方で、様々な取組内容のGAP
が存在しており、その共通基盤を整理することが課題
となっている。また、農産物の安全性向上のための科
学的知見に基づき取り組む視点、環境保全、労働安全
のように幅広い分野を対象として取り組む観点、消費
者や実需者のニーズに応える観点から、取組の高度化
が課題となっている。
　このような状況を踏まえ、産地における農業生産工
程管理（GAP）の取組の拡大と、取組内容の高度化
を図るため、高度な取組内容を含むGAPの共通基盤

として「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関
するガイドライン」（野菜、米、麦）を平成22年４月
に策定するとともに、他の作物及びきのこを対象に追
加するため、平成23年３月に本ガイドラインを改定し
た。
　また、リスク低減指針等を反映した農業生産工程管
理（GAP）の導入を進めるため、普及組織による指
導や産地での分析・実証等の支援を実施した。
　（予算額
　　消費・安全対策交付金

2,686百万円の内数 　
　　産地収益力向上支援事業

1,629百万円　 
　　強い農業づくり交付金（市町村型）

2,184百万円）

第14節　地産地消の推進

　地産地消は、地域の生産者と消費者を結びつけ、食
料自給率の向上を図る上で重要であるほか、直売所や
加工などの取組を通じて農業の６次産業化による地域
の活性化につながるものとして、一層の推進が求めら
れている。

１ 地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の
利用促進に関する法律の制定

　平成22年12月３日に「地域資源を活用した農林漁業
者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律」（平成22年法律第67号）が公布
され第３章が同日に施行された。同法及び同法に基づ
き平成23年３月14日に策定した「農林漁業者等による
農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産
物の利用の促進に関する基本方針」（農林水産省告示
第607号）により、地域の農林水産物の利用を促進す
る。

２　地産地消推進のための取組

　農林水産省では、直売所を中心とした地産地消の取
組を一層推進するとともに、学校給食や企業の社員食
堂における地場産物の活用の促進を図るため、次の取
組を行った。
⑴　地産地消の取組に必要な直売施設や農産物加工施
設の整備のほか、農業、給食等の関係者が一丸と
なって地産地消に取り組む地域に対する支援を行っ
た。また、高齢者や小規模農家が活躍できる少量多
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品目の生産・流通体制づくりに対する支援や直売所
の機能強化のための機器整備等の支援を行い、これ
らを通じて地域の取組を推進した。さらに、学校給
食においては、平成21年度から22年度までの緊急的
な措置として、地場農畜産物の利用を拡大する献立
を実証する原材料費の助成を行った。
　（予算額
　　強い農業づくり交付金

14,385百万円の内数　
　　産地収益力向上支援事業

3,813百万円の内数　
　　学校給食地場農畜産物利用拡大事業

補正予算額　3,774百万円）
⑵　地産地消活動に必要な人材の育成、派遣や全国地
産地消推進協議会の主催による「全国地産地消推進
フォーラム2011」を開催し、優良事例の表彰と事例
発表を実施した。
　また、関係省庁等と連携し、学校給食や企業の食
堂における地場産物の利用拡大に向けた「地産地消
給食等メニューコンテスト」を実施し、学校給食・
社員食堂、外食・弁当などにおいて、地場産食材を
安定的に利用している優れたメニューを選定した。
　（予算額　産地収益力向上支援事業

　3,813百万円の内数）
⑶　各地域において地産地消に関する知見や経験を有
し、優れた活動の実現に活躍している「地産地消の
仕事人」の選定を行った。
⑷　ウェブサイトにおける地産地消に関する情報提
供、メールマガジンの配信等により全国的な取組の
推進を図った。

第15節　協同農業普及事業

　農業改良助長法（昭和23年法律第165号）に基づ
き、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ
実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用するこ
とができるように、国と都道府県が協同して行う農業
に関する普及事業（協同農業普及事業）を実施した。

１ 新たな「協同農業普及事業の運営に関す
る指針」の制定

　農業改良助長法（昭和23年法律第165号）に基づ
き、おおむね５年ごとに定める「協同農業普及事業の
運営に関する指針」について、平成22年４月９日に制
定した。
　この中で、協同農業普及事業を、食と地域の再生に

向け、食料自給率の向上、農業・農村における新たな
価値の創出等に寄与できるよう運営することとした。

２　協同農業普及事業交付金

　協同農業普及事業に係る経費の財源として、国から
都道府県に対し、協同農業普及事業交付金を交付した。

（予算額 3,597百万円）
　なお、協同農業普及事業交付金の交付対象となった
協同農業普及事業は以下のとおりであった。

⑴　普及指導員の設置
　協同農業普及事業に従事する職員として、都道府県
に普及指導員7,204人（平成23年３月31日現在）を設
置した。
　普及指導員は、その大部分が普及指導センターに所
属し、一部は農業者研修教育施設（道府県農業大学校）、
試験研究機関等に所属した。
　普及指導員の任用については、国が実施する普及指
導員資格試験に合格した者及び無試験による任用とし
て、一定の学歴及び経験を有する者の中から行われた。

⑵　普及指導員の活動
　農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的
技術及び知識の普及指導を円滑に進める観点から、次
のような活動を実施した。
ア　農業者に対する巡回指導及び相談
イ　試験研究機関等で開発された新技術等の実証ほの
設置又は普及指導活動の手法や成果を実証展示する
ための農業者等の設定
ウ　農業経営及び農村生活に関する情報の農業者等へ
の適時、適切な提供
エ　農業者を対象とした研修会や講習会の開催
オ　試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育
機関等と密接な連絡を保ちつつ、普及指導活動の充
実を図るための専門の事項又は普及指導活動の技術
及び方法についての調査研究

⑶　普及指導センターの運営
　現地での活動を本務とする普及指導員の活動の拠点
並びに農業者等に対する情報提供及び相談の場とし
て、普及指導センター 369か所（平成23年３月31日現
在）の運営を行った。
　また、普及指導センターにおいて、総合的かつ計画
的な普及指導活動を行うため、普及指導員相互の緊密
な連絡の下に、普及指導員の事務分担や活動体制の決
定、普及指導計画の策定を行うとともに、普及指導セ
ンターを拠点とした普及指導活動の効率的・効果的な
推進を図るため、次のような事業を実施した。
ア　農業に関する高度な分析・診断機材、視聴覚機



― 157 ―第６章　生　　産　　局

生
　
産
　
局

材、農業者に対する情報の提供に必要な機材等の整
備
イ　農業者に対して、農業技術や農業経営等に関する
有益な情報の整理・提供
ウ　普及指導員の現地活動等に使用する巡回指導用車
両の整備
エ　普及指導センター又は市町村を単位として、農業
者、市町村、農業協同組合等関係機関・団体の職員
及び普及指導協力委員を構成員とする地域農業改良
普及推進協議会等の開催、普及指導活動に関する
ニーズ及び普及指導活動に対する評価の把握、関係
機関・団体との役割分担についての協議等の実施
オ　普及指導員の産前産後の休暇・育児休業中にその
普及指導活動を代替して行う職員の設置
カ　新規就農に向けた啓発及び相談を行うための交流
会・研修会等の開催及び就農相談員の設置
キ　普及指導活動に関する課題の収集、地域の技術及
び知識の周辺農業者への情報提供等を行う普及情報
協力者の設置

⑷　普及指導協力委員の活動
　専門的な技術等についての農業者からの多様なニー
ズに応えるため、農業又は農産物の加工若しくは販売
の事業その他農業に関連する事業について識見を有す
る者、例えば新技術の実践、農村青少年の育成等地域
において先導的な役割を担う農業者等を、都道府県が
普及指導協力委員として委嘱し、これらの者が普及指
導員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資する
ための活動を実施した。

⑸　普及指導員の研修
　近年の農業分野における技術革新及び農業者の高度
かつ多様なニーズに対応し、的確な普及指導活動を推
進し得るよう、普及指導員の資質の向上を図ることを
目的とし、次のような研修を実施（国が実施する研修
への派遣を含む。）するとともに、このために必要な
研修用機材を当該研修を実施する施設に整備した。
ア　県段階における研修
　協同農業普及事業を進める上で都道府県域におい
て取り組むべき課題等に関する研修、現場段階の実
践的な研修、普及指導活動経験の浅い新任の普及指
導員等に対するOJT等の研修
イ　国段階における研修
　普及指導員の資質の全国的な高度化、全国的に普
及すべき技術や広域的に連携して取り組む必要があ
る課題等国段階で統一的に行うことが効果的な研修
や、都道府県段階では対応が困難な課題等に関する
研修

⑹　農村青少年団体の指導者の育成
　農村青少年団体の優れた指導者の育成に資する観点
から、農村青少年の研修教育等に励みと目標を与える
とともに、農業者としての意欲を喚起し、その自主的
活動の助長を図るため、優れた農村青少年を「青年農
業士」として認定した。また、研究会の開催、青年農
業士による先進地調査等を行った。

⑺　農業者研修教育施設の運営
　次代の農業及び農村を担う優れた青年農業者等を育
成することを目的として、農業者研修教育施設（道府
県農業大学校）において、高校卒業生等を対象に長期
の研修教育を行う養成課程、県の農業及び農村の実情
に応じ、養成課程の卒業者を対象に、より高度な研修
教育を行う研究課程及び新規就農希望者や農業者等を
対象に、農業技術や経営管理手法を習得するための短
期研修を行う研修課程の各教育課程で農業者研修教育
を実施した。
　また、これらのために必要な機材等の整備を行っ
た。さらに、指導職員の指導能力の向上に資するため
の新任者研修を実施した。

⑻　普及事業の見直し
　平成22年11月に行われた事業仕分け等を契機に、平
成23年１月に、農林水産省内に「普及事業のあり方検
討会」を設置し、時代の要請に即した普及事業の新た
な展開について検討することとした。

３　協同農業普及事業の効果的・効率的な推進

　協同農業普及事業交付金による事業とあいまって、
普及の技術水準の高度化等を図るとともに、農業情勢
の変化等に的確かつ弾力的に対応するため、次の事業
を実施した。
⑴　産地収益力向上支援事業のうち産地経営支援チー

ム活動の推進
　産地において、市町村、普及指導員等産地内外の農
業関係者が結集した協議会により策定する産地収益力
向上プログラムに基づき、販売企画力、生産技術力、
人材育成力の強化を図る取組等について、その成果が
最大限発揮されるよう、普及指導員等を中核として外
部専門家から構成される「産地経営支援チーム」によ
るサポート活動等を支援した。
　さらに、産地経営支援チームの活動の円滑化・高度
化を図るため、地域別・品目別・作型別の収益等に関
するデータを収集・分析・提供する体制を整備した。

（予算額 1,629百万円の内数）
⑵　産学官連携経営革新技術普及強化促進事業

　革新技術の導入による担い手の経営発展を図るた
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め、普及組織を中核とした産学官連携プロジェクトに
よる生産現場での新技術の確立から、総合的な技術普
及までの一貫した取組を支援した。

（予算額 145百万円）
⑶　普及活動情報基盤整備事業

　最新の技術・経営に関する情報を普及指導センター
に迅速に提供し、効率的な普及活動を支援するため、
普及情報ネットワークを通じた、情報の収集・提供、
データベースの活用及びその運営体制の整備・改良等
を実施するとともに、普及指導員等が県を越えて連携
するシステムを構築した。
　また、知的財産に関するe-ラーニング教材を開発し
た。

（予算額 94百万円）
⑷　現場創造型技術（匠の技）活用・普及支援事業
　篤農家等が農業現場で生み出した特色ある技術を現
場創造型技術として確立し、若手農業者への継承やそ
の効果的な活用により地域活性化を図る取組を支援し
た。

（予算額 23百万円）
⑸　革新的農業技術習得支援事業（委託）

　農政課題解決の重要な手段である試験研究機関等で
開発された革新的技術に関する知識や技術について、
生産現場への普及を担う普及指導員にいち早く習得さ
せるため、（独）農業・食品産業技術総合研究機構等
に委託して研修を実施し、普及指導員の資質向上を
図った。

（予算額 18百万円）
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第１節　農林漁業関係の税制

１　国税に関する改正

　平成22年度における国税の改正は、「控除から手当
へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の
観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい
公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に
立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目に
わたる所要の措置を一体として講じられた。
　農林漁業関係税制については、農業者等の経営支
援、循環型社会の構築、農山漁村の活性化、森林・林
業の活性化、水産業の活性化のための各種の税制上の
特例措置を講ずるほか、期限の到来する特例措置の適
用期限の延長及び一部見直し等所要の措置が講じられ
た。
　各税法の改正法の施行日は原則として平成22年４月
１日である。

⑴　所得税法
　創設・拡充事項
ア　生命保険料控除を改組し、次のアからウまでによ
る各保険料控除の合計適用限度額を12万円とした。
ア　平成24年１月１日以後に締結した保険契約等に
係る控除
ａ　平成24年１月１日以後に生命保険会社又は損
害保険会社等と締結した保険契約等（以下「新
契約」という。）のうち介護（費用）保障又は
医療（費用）保障を内容とする主契約又は特約
に係る支払保険料等について、一般生命保険料
控除と別枠で、適用限度額４万円の所得控除
（介護医療保険料控除）
ｂ　新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年
金保険料控除の適用限度額は、それぞれ４万円
ｃ　上記ａ及びｂの各保険料控除の控除額の計算
は次のとおり

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

ｄ　新契約については、主契約又は特約の保障内
容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等
を各保険料控除に適用
ｅ　異なる複数の保障内容が一の契約で締結され
ている保険契約等は、その保険契約等の主たる
保障内容に応じて保険料控除を適用
ｆ　剰余金の分配や割戻金の割戻し（以下「剰余
金の分配等」という。）については、主契約と
特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応
じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれ
の支払保険料等の額から差し引く

イ　平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に
係る控除
　平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害
保険会社等と締結した保険契約等（以下「旧契
約」という。）については、従前の一般生命保険
料控除及び個人年金保険料控除（それぞれ適用限
度額５万円）を適用
ウ　新契約と旧契約の双方について保険料控除の適
用を受ける場合の控除額の計算
　新契約と旧契約の双方の支払保険料等について
一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適
用を受ける場合には、上記アアｂ及びアイにかか
わらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料
控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計
額（上限４万円）
ａ　新契約の支払保険料等につき、上記アアｃの
計算式により計算した金額
ｂ　旧契約の支払保険料等につき、従前の計算式
により計算した金額

（注）　上記の改正は、平成24年分以後の所得税に
ついて適用

イ　所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ
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　寄附金控除の適用下限額を２千円（現行５千円）
に引き下げ（所法78）
ウ　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合
制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支
給する特例年金給付等に関する政令の一部改正によ
り、新たに支給されることとなる一時金（特例老齢
農林一時金）について、次の措置を講ずることと
なった。
ア　国税徴収法に規定する「退職手当等」として、
一定額までの差押えを禁止する財産に追加
イ　所得税法に規定する「退職手当等」とみなす

⑵　法人税法
　創設・拡充事項
ア　企業グループを対象とした法制度や会計制度が定
着しつつある中、税制においても、法人の組織形態
の多様化に対応するとともに、課税の中立性や公平
性等を確保する観点から、次の見直しを行った。
ア　グループ内取引等に係る税制
ａ　100％グループ内の法人間の資産の譲渡取引
等
⒜　連結法人間取引の損益の調整制度を改組
し、100％グループ内の内国法人間で一定
の資産の移転（非適格合併による移転を含
む。）を行ったことにより生ずる譲渡損益
を、その資産のそのグループ外への移転等の
時に、その移転を行った法人において計上す
る制度とした（法法61の13）。これに伴い、
適格事後設立制度を廃止

（注）　100％グループ内の法人とは、完全支配
関係（原則として、発行済株式の全部を直接
又は間接に保有する関係）のある法人をいう
⒝　100％グループ内の法人間の非適格株式交
換等を、非適格株式交換等に係る完全子法人
等の有する資産の時価評価制度の対象から除
外（法法62の９）

（注）　合併等の対価として一定の外国親法人株
式が交付されるものを除く

ｂ　100％グループ内の法人間の寄附
　100％グループ内の内国法人間の寄附金につ
いて、支出法人において全額損金不算入とする
とともに、受領法人において全額益金不算入
（法法25の２）
ｃ　100％グループ内の法人間の資本関連取引
⒜　100％グループ内の内国法人間の現物配当
（みなし配当を含む。）について、組織再編税

制の一環として位置づけ、譲渡損益の計上
を繰り延べる等の措置を講じる（法法62の
５）。この場合、源泉徴収等を行わない
⒝　100％グループ内の内国法人からの受取配
当について益金不算入制度を適用する場合に
は、負債利子控除を適用しない（法法23）
⒞　100％グループ内の内国法人の株式を発行
法人に対して譲渡する等の場合には、その譲
渡損益を計上しない（法法61の２）
⒟　いわゆる無対価組織再編成について、その
処理の方法等を明確化

ｄ　中小企業向け特例措置の大法人の100％子法
人に対する適用
　資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法
人に係る次の制度については、資本金の額若し
くは出資金の額が５億円以上の法人又は相互
会社等の100％子法人には適用しないことする
（法法66、81の12）
⒜　軽減税率
⒝　特定同族会社の特別税率の不適用
⒞　貸倒引当金の法定繰入率
⒟　交際費等の損金不算入制度における定額控
除制度
⒠　欠損金の繰戻しによる還付制度
ｅ　連結納税制度
⒜　連結納税の開始又は連結グループへの加入
に伴う資産の時価評価制度の適用対象外とな
る連結子法人のその開始又は加入前に生じた
欠損金額を、その個別所得金額を限度とし
て、連結納税制度の下での繰越控除の対象に
追加（法法81の９）
⒝　連結納税の承認申請書の提出期限につい
て、その適用しようとする事業年度開始の日
の３月前の日（現行６月前の日）とする（法
法４の３）
⒞　事業年度の中途で連結親法人との間に完全
支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効
力発生日の特例制度について、加入法人のそ
の完全支配関係が生じた日（加入日）以後最
初の月次決算日の翌日を効力発生日とするこ
とができる制度に改組（法法14）
⒟　連結納税の開始又は連結グループへの加入
に伴う資産の時価評価制度について、その開
始又は加入後２月以内に連結グループから離
脱する法人の有する資産を時価評価の対象か
ら除外（法令122の12等）
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イ　資本に関係する取引等に係る税制
ア　みなし配当の際の譲渡損益（法法61の２）
ａ　100％グループ内の内国法人の株式を発行法
人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損
益を計上しない（再掲）
ｂ　自己株式として取得されることを予定して取
得した株式が自己株式として取得された際に生
ずるみなし配当については、益金不算入制度
（外国子会社配当益金不算入制度を含む。）を適
用しない
ｃ　抱合株式については、譲渡損益を計上しない
イ　清算所得課税
　清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行
します。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度
を整備する等の所要の措置を講ずる（法法５）。
また、連結子法人の解散を原則として連結納税の
承認の取消事由から除外（法法４の２）

ウ　その他
ア　適格合併等の場合における欠損金の制限措置等
について、実態に応じて適用要件を見直した（法
法57、62の７）
イ　分割型分割については、みなし事業年度を設け
ない（旧法法14）
ウ　売買目的有価証券、未決済デリバティブ取引に
係る契約等を適格分社型分割等により移転する場
合の処理について整備
エ　合併類似適格分割型分割制度を廃止（法法２）
オ　受取配当の益金不算入制度における負債利子控
除額の計算の簡便法の基準年度を見直す（法令
22）
カ　その他所要の措置を講じた
（注）　上記の改正は、アア、並びにウオを除き、平

成22年10月１日から適用する
⑶　消費税法

ア　事業者免税点制度の適用の見直し
　次の期間（簡易課税制度の適用を受ける課税期間
を除く。）中に、調整対象固定資産を取得した場合
には、当該取得があった課税期間を含む３年間は、
引き続き事業者免税点制度を適用しない（消法９）
ア　課税事業者を選択することにより、事業者免税
点制度の適用を受けないこととした事業者の当該
選択の強制適用期間（２年間）
イ　資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業
者免税点制度を適用しないこととされる設立当初
の期間（２年間）

（注１）　上記の改正は、アに該当する場合には平成

22年４月１日以後に課税事業者選択届出書を提
出した事業者の同日以後開始する課税期間から
適用し、イに該当する場合には同日以後設立さ
れた法人について適用

（注２）　調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資
産で100万円（税抜き）以上のもの

イ　簡易課税制度の適用の見直し
　アにより、引き続き事業者免税点制度を適用しな
いこととされた課税期間については、簡易課税制度
の適用を受けられない（消法37）
ウ　特定輸出貨物に係る保税地域間の運送について、
消費税が免税とされる輸出類似取引の範囲に追加
（消令17）
エ　資金決済に関する法律の制定に伴い、いわゆる
サーバ型前払式支払手段につき、消費税が非課税と
される物品切手の対象範囲に含まれることとする規
定の整備を行う（消令11）

⑷　租税特別措置法
ア　特例措置の創設・拡充等
ア　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組
合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組
合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部
改正により、新たに支給されることとなる一時金
（特例老齢農林一時金）について、次の措置を講
じる
ａ　国税徴収法に規定する「退職手当等」とし
て、一定額までの差押えを禁止する財産に追加
ｂ　所得税法に規定する「退職手当等」とみなす
イ　農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取
得した場合の課税の特例について、次の見直しを
行った
ａ　対象となる交付金等に米戸別所得補償モデル
事業交付金及び水田利活用自給力向上事業交付
金を追加
ｂ　対象となる法人から特定農業団体及びこれに
準ずる組織を除外（措法61の２）

イ　特例措置の適用期限の延長
　次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長された
（アは３年、エは１年）。
ア　農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置
（資産の簿価譲渡）について、その適用期限の３
年延長（措法68の２）
イ　農林漁業者等が機械等を取得した場合の特別償
却制度（30％）又は税額控除制度（７％）につい
て、その適用期限を２年延長（措法10の３、42の
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６）
ウ　食品製造業者等の研究開発を行った場合の税額
控除制度（10％等）について、その適用期限を２
年延長（措法10、42の４）
エ　ハウス栽培等で使用する農林漁業用A重油に対
する課税の特例（輸入A重油に係る免税措置、国
産A重油に係る還付措置）（措法90の５、90の６）

ウ　特例措置の整理合理化
　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮
減された上、適用期限が２年延長された（アは１
年）。
ア　過疎地域における事業用設備等に係る特別償却
制度（10％等）の対象事業からソフトウエア業を
除外する等（措令６の３、28の９）
イ　産業活力再生特別措置法に基づき行う事業再構
築等に係る登記の税率の軽減措置（0.7%→0.35%
等）について、次の登記にあっては軽減税率が適
用される資本金の額の上限を3,000億円までの部
分とする（措法80）
ⅰ　株式会社の設立及び資本金の額の増加の登記
ⅱ　合併又は分割による株式会社の設立又は資本
金の額の増加の登記における純増部分の登記

エ　特例措置の廃止
　次に掲げる特例措置が廃止された。
ア　資源再生化設備等（食品循環資源再生利用設
備、木質固形燃料製造設備）を取得した場合の特
別償却制度（14％）（旧措法11の６、44の６）
イ　特定設備等（産業廃棄物処理用設備）を取得し
た場合の特別償却制度（14％）（旧措規５の12、
20の６）
ウ　海外投資等損失準備金制度（海外造林等）（旧
措法55）
エ　農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等
の所有権の移転登記の税率の軽減措置（旧措法
76）
オ　漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義
務の包括承継をした場合の不動産の所有権移転登
記等の税率の軽減措置（旧78）
カ　農林中央金庫等が行う組織再編による登記の税
率の軽減措置（旧80の３）
キ　独立行政法人農林漁業信用基金が旧法人から承
継して権利又は資産の承継に伴う登記等の免税措
置（旧84の３）

２　地方税に関する改正

　平成22年度税制改正においては、「控除から手当
へ」等の観点からの扶養控除の見直し、国民の健康の
観点を明確にしたたばこ税の税率の引上げ、「新しい
公共」を支える市民公益税制の拡充、納税者の視点に
立った租税特別措置等の見直しその他の各般の税目に
わたる所要の措置を一体として講じられた。

⑴　道府県民税及び市町村民税
　創設事項
ア　生命保険料控除の改組（地法34、314の２）
　生命保険料控除を改組し、次のアからウまでによ
る各保険料控除の合計適用限度額を７万円
ア　平成24年１月１日以後に締結した保険契約等に
係る控除
ａ　平成24年１月１日以後に生命保険会社又は損
害保険会社等と締結した保険契約等（以下「新
契約」という。）のうち介護（費用）保障又は
医療（費用）保障を内容とする主契約又は特約
に係る支払保険料等について、一般生命保険料
控除と別枠で、適用限度額2.8万円の所得控除
（介護医療保険料控除）
ｂ　新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年
金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万
円
ｃ　上記ａ及びｂの各保険料控除の控除額の計算
は次のとおり

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

　
ｄ　新契約については、主契約又は特約の保障内
容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等
を各保険料控除に適用
ｅ　異なる複数の保障内容が一の契約で締結され
ている保険契約等は、その保険契約等の主たる
保障内容に応じて保険料控除を適用
ｆ　剰余金の分配や割戻金の割戻し（以下「剰余
金の分配等」という。）については、主契約と
特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応
じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれ
の支払保険料等の額から差し引く

イ　平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に
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係る控除
　平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害
保険会社等と締結した保険契約等（以下「旧契
約」という。）については、従前の一般生命保険
料控除及び個人年金保険料控除（それぞれ適用限
度額3.5万円）を適用
ウ　新契約と旧契約の双方について保険料控除の適
用を受ける場合の控除額の計算
　新契約と旧契約の双方の支払保険料等について
一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適
用を受ける場合には、上記アｂ及びイにかかわら
ず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控
除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額
（上限2.8万円）
ａ　新契約の支払保険料等につき、上記アｃの計
算式により計算した金額
ｂ　旧契約の支払保険料等につき、従前の計算式
により計算した金額

（注）　上記の改正は、平成25年度分以後の個人住
民税について適用

イ　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合
制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合
法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支
給する特例年金給付等に関する政令の一部改正によ
り、新たに支給されることとなる一時金（特例老齢
農林一時金）について、次の措置を講ずる
ア　一定額まで差押えを禁止する財産とする
イ　退職手当等とみなす

⑵　不動産取得税
　特例措置の廃止
　次に掲げる特例措置が廃止された。
ア　農協等が新たに株式会社又は合同会社を設立す
るために不動産を現物出資した場合の非課税措置
（旧地法附則10③）
イ　農業協同組合・農事組合法人等が国の補助等を
受けて農業者等の共同利用のための施設を取得し
た場合の課税標準の特例措置（交付金相当額を軽
減）（旧地法附則10⑩）
ウ　農業委員会のあっせん等により農地等を取得し
た場合の課税標準の特例措置（３分の１控除）
（旧地法附則11③）
エ　農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化
事業の実施により農用地区域内の農地等を取得し
た場合等の課税標準の特例措置（旧地法附則11⑥）
オ　農協が他の農協から信用事業を譲り受けた場合
の不動産に係る課税標準の特例措置（旧地法附則

11 27）
⑶　固定資産税・都市計画税

ア　特例措置の延長事項
　次に掲げる特例措置の適用期限が２年延長された
（イは１年）。
ア　バイオ燃料製造設備に係る課税標準の特例措置
（３年間２分の１控除）（地法附則15⑱）
イ　中核的地方卸売市場に係る課税標準の特例措置
（５年間３分の１控除）（地法附則15　42）

イ　特例措置の整理合理化等
　次に掲げる特例措置について、その特例内容が縮
減されたうえ、適用期限が２年延長された。
ア　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に
関する法律に基づく管理施設に係る課税標準の特
例措置について、課税標準の特例率を22年度は３
分の２、23年度は４分の３（現行５年間３分の
２）（旧地法附則15　25）
イ　廃棄物再生処理用設備を取得した場合の課税標
準の特例措置について、食品循環資源再生処理装
置の課税標準の特例率を22年度は４分の３、23年
度は５分の４（現行３年間４分の３）とし、廃木
材破砕・再生処理装置、空びん洗浄処理装置につ
いては対象から除外（旧地法附則15⑪）
ウ　公害防止用設備を取得した場合の課税標準の特
例措置について、汚水又は廃液の処理装置の課税
標準の軽減率を３分の１（現行６分の１）とし、
それ以外の設備については対象から除外（地法附
則15②③、旧地法附則⑥⑦）

⑷　特別土地保有税
　特例措置の廃止
　次に掲げる特例措置が廃止された。
　農協等が新たに株式会社又は合同会社を設立するた
めに不動産を現物出資した場合の非課税措置の廃止
（旧地法附則31の２）

３　租特透明化法関係

（租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 
（平成22年第８号））

〔国　税〕
　租税特別措置の適用実態を明確にし、その効果の検
証に役立てる仕組みを構築するため、租税特別措置の
適用の実態を把握するための調査やその結果の国会へ
の報告等について定めることとなった。
※「租特透明化法」の概要については、次のとおり。
　租特透明化法の概要
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⑴　目的
　租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための
調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めるこ
とにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適
宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる
公平で透明性の高い税制の確立に寄与する。

⑵　対象とする租税特別措置
　対象とする「租税特別措置」は、租税特別措置法に
規定する措置・特例等のうち、特定の行政目的の実現
のために設けられたもの（租税特別措置法の条番号に
より特定）とする。

⑶　適用額明細書の提出義務
　法人税申告書を提出する法人であって法人税関係特
別措置（増収効果のあるもの等を除く。）の適用を受
けようとするものは、適用額明細書を当該法人税申告
書に添付しなければならないこととする。（平成23 年
４月１日以後終了する事業年度の申告から適用する。）
　なお、適用額明細書の提出及び適正な記載を担保す
るため、その不提出や虚偽記載については、やむを得
ない事情がある場合を除き、法人税関係特別措置を適
用しないこととする。
（注）　「適用額明細書」とは、法人税申告書を提出す

る法人が、その法人税申告書において適用を受け
る各法人税関係特別措置の内容、適用額（税額控
除額､ 特別償却限度額、準備金や積立金の額等）
等必要な事項を記載した一覧表をいう。

⑷　適用実態調査の実施
ア　財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用
額明細書に記載された事項を集計することにより、
法人税関係特別措置ごとの適用法人数、適用額の総
額等の適用の実態を調査する。
イ　上記のほか、財務大臣は、租税特別措置の適用の
実態を調査する必要があると認めるときは、税務署
長に提出される調書等を利用し、並びに行政機関そ
の他の関係団体に対し資料の提出及び説明を求める
ことができる。

⑸　報告書の作成と国会への提出
　財務大臣は、毎会計年度、上記⑷の調査により把握
した租税特別措置ごとの適用数や適用額の総額、法人
税関係特別措置ごとの高額適用額その他の事項を記載
した適用実態調査の結果に関する報告書を作成し、内
閣は、これを国会に提出しなければならないこととす
る。
　なお、この報告書は、翌年１月に開会される国会の
常会に提出することを常例とする。

⑹　適用実態調査情報の提供
　行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣
に対し、適用実態調査により収集した情報（以下「適
用実態調査情報」という。）の提供を求めることがで
きることとする。

⑺　適用実態調査情報の管理・利用制限
　財務大臣及び行政機関の長等は、適用実態調査情報
を適正に管理することとし、適用実態調査情報の目的
外の利用や提供をしてはならないこととする。
　また、適用実態調査情報の取扱いに従事する者又は
従事していた者に対して、守秘義務を課する。

〔地方税〕
　地方税における税負担軽減措置等の適用の実態の透
明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進する
ため、統計資料等による地方税における税負担軽減措
置等の適用実態の把握やその結果の国会への報告等に
ついて定めた（地方税法第757条～第759条）。
※地方税における税負担軽減措置等の透明化の概要に
ついては、次のとおり。
　地方税における税負担軽減措置等の適用の実態の透
明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進する
ため、地方税法において以下のような措置を講ずる。

⑴　対象
ア　地方税法に規定する税負担の軽減等に係る措置・
特例のうち、特定の行政目的の実現のために設けら
れたもの
イ　住民税及び事業税の税負担の軽減等のうち、法人
税等の租税特別措置の直接の影響を受けるもの

⑵　適用実態の把握等
　上記⑴アについては、地方税に関する統計資料（固
定資産の価格等の概要調書など）等により、その適用
実態を把握し、上記⑴イについては、財務大臣による
適用実態調査により収集された情報等に基づき、その
影響額を推計するものとする。

⑶　報告書の作成と国会への提出
　総務大臣は、毎会計年度、上記⑵により把握した適
用実態及び影響額の推計について報告書を作成し、こ
れを国会に提出しなければならないものとする。

⑷　財務大臣の情報提供等
　総務大臣は、上記⑵の適用実態の把握等を行うため
に、財務大臣に対し、参考となるべき資料又は情報の
提供その他の協力を求めることができるものとする。
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４　個人所得課税関係

　諸控除の見直し
〔国　税〕

⑴　扶養控除の見直し
ア　年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳未満
の者をいう。以下同じ。）に係る扶養控除のを廃止
（旧所法84①）
イ　特定扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳以上23
歳未満の者をいう。以下同じ。）のうち、年齢16歳
以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分（25
万円）を廃止し、扶養控除の額を38万円（所法84①）
ウ　扶養控除の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除
等申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告
書並びに給与所得及び公的年金等の源泉徴収票につ
いてその記載事項及び様式の見直しを行うなど所要
の措置を講ずる
（注）　上記の改正は、平成23年分以後の所得税につ

いて適用
⑵　同居特別障害者加算の特例の改組

ア　扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者
である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額
に35万円を加算する措置（同居特別障害者加算の特
例措置）について、年少扶養親族に係る扶養控除の
廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円を加算
（所法79）
イ　アの見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告
書の記載事項及び当該申告書の提出された給与所得
に係る源泉徴収税額の計算の特例の整備を行うなど
所要の措置を講ずる
（注）　上記の改正は、平成23年分以後の所得税につ

いて適用

〔地方税〕
⑴　扶養控除の見直し

ア　年少扶養親族に係る扶養控除を廃止（地法34①
十一、314の２①十一）
イ　特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者
に係る扶養控除の上乗せ部分（12万円）を廃止し、
扶養控除の額を33万円（地法34①十一、314の２①
十一）
（注）　上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民

税について適用
⑵　同居特別障害者加算の特例の改組

　扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者で
ある場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23

万円を加算する措置（同居特別障害者加算の特例措
置）について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に
伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算（地法34④
⑤、314の２④⑤）
（注）　上記の改正は、平成24年度分以後の個人住民税

について適用
⑶　諸控除の見直しに伴う所要の措置

ア　個人住民税の非課税限度額制度等に活用するた
め、扶養控除の見直しの後も市町村が扶養親族に関
する事項を把握できるよう所要の措置を講ずる
イ　標準的な生活保護基準額を基礎としている個人住
民税の非課税限度額制度については、現行の仕組み
を維持します。なお、非課税限度額の水準について
は、子ども手当が導入された際の生活保護制度にお
ける取扱いを踏まえ、今後、検討
ウ　現行の調整控除について、年少扶養親族に係る扶
養控除の廃止等に伴う所要の措置を講ずる
エ　扶養控除の見直しに伴い、給与支払報告書及び公
的年金等支払報告書についてその記載事項及び様式
の見直しを行うなど所要の措置を講ずる

（注）　上記ア、ウ及びエの改正は、平成24年度分以後
の個人住民税について適用

５　金融・証券関係

⑴　非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及
び譲渡所得等の非課税措置の創設

　金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場
への参加を促進する観点から、平成24年から実施され
る上場株式等に係る税率の20％本則税率化にあわせ
て、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所
得及び譲渡所得等の非課税措置を導入
ア　非課税措置の概要
ア　居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開
設した非課税口座において管理されている上場株
式等（以下「非課税口座内上場株式等」といいま
す。）に係る配当等でその非課税口座の開設の日
の属する年の１月１日から10年内に支払を受ける
べきもの（当該金融商品取引業者等がその配当等
の支払事務の取扱いをするものに限ります。）に
ついては、所得税及び個人住民税を課さない
イ　居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年
の１月１日から10年内にその非課税口座に係る非
課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への
売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡に
よる譲渡所得等については、所得税及び個人住民
税を課さないこととします。また、非課税口座内
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上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び
個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないも
のとみなす

イ　非課税口座
ア　「非課税口座」とは、居住者等（その年１月１
日において満20歳以上である者に限ります。）
が、上記イの非課税の適用を受けるため、金融商
品取引業者等の営業所に対し、その者の氏名、住
所等を記載した非課税口座開設届出書に非課税口
座開設確認書を添付して提出することにより平成
24年から平成26年までの各年において設定された
上場株式等の振替記載等に係る口座（１人につき
１年１口座に限る）をいう
イ　非課税口座には、その設定の日からその年12月
31日までの間に当該非課税口座を設定された金融
商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式
等（その非課税口座を設定した時からの取得対価
の額の合計額が100万円を超えない範囲内のもの
に限ります。）及び当該上場株式等を発行した法
人の合併等により取得する合併法人株式等のみを
受け入れることができる
ウ　非課税口座内上場株式等の範囲は、上場株式等
に係る10％軽減税率の対象となる上場株式等と同
様とする

ウ　非課税口座開設確認書の申請手続
ア　上記イの非課税口座開設確認書の交付を受けよ
うとする居住者等は、その者の氏名、住所等を記
載した交付申請書にその者の平成23年１月１日に
おける住所地を証する住民票の写し等を添付し
て、その者が最初に非課税口座を開設しようとす
る年の前年10月１日からその開設年の９月30日ま
での間に、金融商品取引業者等の営業所の長に対
して提出しなければならないこととする。当該申
請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所
の長は、その申請書に記載された事項をe-Tax等
を利用する方法により、すみやかに当該金融商品
取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に送
付しなければならないこととする
イ　当該申請書の記載事項の送付を受けた税務署長
は、その申請書の提出をした者につき、その送付
を受けた時以前に申請書の提出がないことを確認
しなければならないものとし、当該申請書の提出
がないことの確認をした税務署長は、申請者の氏
名、生年月日、基準日の住所等を記載した非課税
口座開設確認書を当該金融商品取引業者等の営業
所を通じてその申請書を提出した者に交付しなけ

ればならないこととする
エ　非課税口座年間取引報告書（仮称）の税務署長へ
の提出
　　金融商品取引業者等は、その年中に非課税の適用
　を受けた非課税口座内上場株式等に係る配当所得及
　び譲渡所得等の金額、非課税口座内上場株式等の残
　高等を記載した報告書を作成し、これを翌年１月31
　日までに、非課税口座が開設されていた金融商品取
　引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出し
　なければならないこととする

６　たばこ税関係

⑴ 国と地方のたばこ税の税率を次のように引き上げ
る。

ア　旧３級品以外の製造たばこ
　　　　　　　　　　　　　　　現行 　　改正　
国のたばこ税  1,000本につき  3,552円  5,302円　
地方のたばこ税  1,000本につき  4,372円  6,122円　
┌道府県たばこ税 1,000本につき  1,074円  1,504円┐
└市町村たばこ税 1,000本につき  3,298円  4,618円┘ 
合　計   1,000本につき  7,924円  11,424円　
イ　旧３級品の製造たばこ
　　　　　　　　　　　　　　　現行　　 改正　
国のたばこ税  1,000本につき  1,686円  2,517円　
地方のたばこ税  1,000本につき  2,075円  2,906円　
┌道府県たばこ税 1,000本につき  511円  716円┐
└市町村たばこ税 1,000本につき  1,564円  2,190円┘ 
合　計  1,000本につき  3,761円  5,423円　
（注１）旧３級品とは、専売納付金制度下において３

級品とされていた紙巻たばこをいう
（注２）上記のほか、特定販売業者以外の者により保

税地域から引き取られる製造たばこに係る税率を
1,000本につき11,424円（現行7,924円）に引き上
げる

（注３）上記イについては、過去の実績からすれば、
１本につき５円程度の価格上昇が見込まれる

⑵　記の改正は、平成22年10月１日から適用
⑶　手持品課税を行う
⑷　その他所要の措置を講ずる

７ その他（市民公益税制関係、納税環境整
備関係）

⑴　市民公益税制（寄附税制）
ア　認定NPO法人に係る措置
　国税庁が行う特定非営利活動法人（以下「NPO
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法人」といいます。）の認定審査について、２回目
以降の認定は、原則として、書面審査により行うこ
ととし、適正性の確保については、事後的な実地確
認により行うこととします。併せて、認定手続の簡
素化等を図るため、次の見直しを行う
ア　初回の認定を受けようとするNPO法人のパブ
リック・サポート・テスト等の実績判定期間を２
年（原則５年）とすることができる特例の適用期
限を１年延長する
イ　認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業
年度の報告書類等について、次のとおり簡素化す
る
ａ　寄附者名簿について、初回の認定に係る申請
書の添付書類であることを明確化するととも
に、各事業年度の報告書類から除外し、５年間
保存することを義務付ける
（注）　これに伴い、上記の保存義務違反を認定

の取消事由に追加する
ｂ　事業報告書等の所轄庁から入手することがで
きる書類を申請書の添付書類及び各事業年度の
報告書類から除外し、国税庁長官が所轄庁から
これらの書類又はその写しの提出を受けること
とする
（注）　これに伴い、NPO法人が特定非営利活

動促進法の規定により所轄庁に対し事業報
告書等の提出をしていることを認定要件に
追加する

ｃ　「報酬又は給与を得た役員又は従業員の氏名
及びその金額に関する事項」を閲覧事項及び各
事業年度の報告事項から除外する
ｄ　「社員の親族割合又は特定法人等割合に関す
る事項」を閲覧事項及び各事業年度の報告事項
から除外
ｅ　「財産の運用及び事業運営の状況等」の書類
について、２回目以降の認定申請の際には、既
に各事業年度の報告書類に記載した事項の記載
を不要
ｆ　認定要件の該当性や申請書類の記載内容を確
認するための参考書類としてNPO法人が提出
を求められる書類をより明確化する観点から、
国税庁の「認定NPO法人制度の手引」等にそ
の事例を明示するなどの施策を講じる

ウ　NPO法人の認定申請の標準処理期間（６月）
を設定し、これを国税庁のホームページで公表す
る
エ　各都道府県庁所在地にある税務署にNPO法人

の認定申請の相談窓口を設けるなど事前相談体制
を充実するとともに、審査体制を強化する

イ　所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げ
　寄附金控除の適用下限額を２千円（現行５千円）
に引き下げる

⑵　納税環境整備
ア　租税に関する罰則の見直し
　課税の適正化を図り、税制への信頼を確保する観
点から、租税に関する罰則（国税関係）について、
次の措置を講ずる
ア　脱税犯に係る法定刑の引上げ等
ａ　脱税犯に係る法定刑の引上げ
⒜　直接税及び間接税等の脱税犯に係る懲役刑
の上限を10年（現行５年（源泉所得税に係る
ものは３年））に引き上げる。ただし、航空
機燃料税及び電源開発促進税については５
年（現行３年）とし、印紙税については３年
（現行１年）とする
⒝　直接税及び間接税等の脱税犯に係る罰金刑
の上限（定額部分）を、直接税及び消費税に
ついては1,000万円（現行500万円）に、間接
税等（消費税、航空機燃料税及び電源開発促
進税を除く。）については100万円（現行50万
円（印紙税は20万円））にそれぞれ引き上げ
る。ただし、源泉所得税不納付犯に係るもの
は200万円（現行100万円）とし、源泉所得税
不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯に係るも
のは100万円（現行50万円）とする

ｂ　所得税の脱税犯の対象に、非居住者の給与等
につき源泉徴収を受けない場合の申告に係るも
のを追加
ｃ　滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納税
者又はその財産を占有する第三者については
250万円（現行50万円）に、これらの者の相手
方については150万円（現行30万円）にそれぞ
れ引き上げ
ｄ　所得税（源泉所得税に係るもの）、航空機燃
料税及び電源開発促進税の納税者の代理人等
（行為者）が、納税者の業務等に関して脱税に
係る違反行為をした場合における納税者の業務
主（法人又は業務主たる個人）としての罪の公
訴時効期間は、代理人等（行為者）に係る罪の
公訴時効期間による

イ　秩序犯に係る法定刑の引上げ等
ａ　秩序犯に係る法定刑の引上げ
⒜　間接税等の申告書不提出犯、検査忌避犯、
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虚偽帳簿書類提示犯、記帳義務違反犯、免税
物品の不正譲受渡犯及び免税用途外消費等の
秩序犯（印紙税法25条２号、26条に規定する
ものを除く。）並びに国税徴収法に規定する
検査忌避等の秩序犯に係る罰則について、直
接税と同様に、１年以下の懲役刑を設ける
（現行は罰金刑のみ）
⒝　直接税及び間接税等の秩序犯並びに国税通
則法、国税徴収法、租税条約の実施に伴う所
得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関
する法律、清酒製造業等の安定に関する特別
措置法及び内国税の適正な課税の確保を図る
ための国外送金等に係る調書の提出等に関す
る法律に規定する検査忌避等の秩序犯に係る
罰則について、罰金刑の上限を50万円に引き
上げる。ただし、印紙税法（25条２号、26
条）、国税通則法（126条）及び租税特別措置
法（66条の４第12項、68条の88第11項）に規
定するものは30万円
⒞　納税貯蓄組合法（14条）及び清酒製造業等
の安定に関する特別措置法（19条）に規定す
る過料の上限を10万円に引き上げ

ｂ　申告書不提出犯の対象に、相続税法及び租税
特別措置法に規定する義務的修正申告書及び義
務的期限後申告書を提出しない場合を追加
ｃ　間接税等に設けられている科料規定を廃止

第２節　農業経営政策

１　農業経営基盤強化促進法の運営

　農業経営の規模拡大と農用地の効率的な利用の促進
を図ることを目的に、昭和50年に農業振興地域の整備
に関する法律の一部改正により農用地利用増進事業が
創設された。また、昭和55年にはこの事業をさらに発
展させ、地域全体として農業生産力の増進を図るた
め、農用地利用増進法が制定された。
　その後、近年の農業・農村をめぐる状況の変化に対
応して、平成５年、「効率的かつ安定的な農業経営を
育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担
うような農業構造を確立するための措置を総合的に講
じ、農業の健全な発展に寄与する」ことを目的に、農
用地利用増進法を一部改正し、法律名を「農業経営基
盤強化促進法」（以下「基盤強化法」という。）と改
め、現在に至っている。主な制度の内容とその運用状
況等については、下記のとおりである。

⑴　農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等の
作成

　都道府県及び市町村が、それぞれ農業経営基盤の強
化のため、基本方針（基盤強化法第５条の規定に基づ
き都道府県が定める農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本方針をいう。以下同じ。）及び基本構想（基盤
強化法第６条の規定に基づき市町村が定める農業経営
基盤の強化の促進に関する基本的な構想をいう。以下
同じ。）を作成し、農業経営基盤の強化の促進に関す
る目標、育成すべき農業経営に関する目標、効率的か
つ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集
積に関する目標等を定めることとしている。なお、基
本構想策定市町村数（特別区を含む。）は、平成22年
３月末時点で1661（特別区を含む全1,750市町村中）
となった。

⑵　農業経営改善計画の認定制度
　農業者が作成する農業経営の規模の拡大、生産方
式・経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業
経営の改善を図るための農業経営改善計画を、市町村
が基本構想に照らして認定する。
 この認定農業者に対しては、日本政策金融公庫によ
る低利融資、農業委員会による農地利用集積の支援、
税制上の特例措置等の施策を重点的に実施することと
している。なお、認定農業者数については、平成22年
３月末時点で249,376（前年同月比3,271（1.3％）の増
加）となった。

⑶　農業経営基盤強化促進事業
　市町村が基本構想で明らかにした育成すべき効率的
かつ安定的な農業経営を育てていくため、農業経営基
盤の強化を総合的に推進することとしている。
ア　利用権設定等促進事業
　貸し借りを中心に農用地等の権利移動を円滑に進
める事業で、市町村が農地の貸し手、借り手の間を
調整して、権利の設定、移動をまとめた「農用地利
用集積計画」を作成、公告することにより農用地等
の貸借、売買を行うものである。
イ　農地保有合理化事業の実施を促進する事業
　農地保有合理化法人が行う農地売買等事業等の農
地保有合理化事業の実施を促進するものである。
ウ　農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
　農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事
業等の農地利用集積円滑化事業の実施を促進するも
のである。
エ　農用地利用改善事業
　一定地域内の農業者等が協力し、作付地の集団
化、農作業の効率化等及びこれらを実施するに当
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たって必要となる農地利用調整等を進めるための申
し合わせ（農用地利用規程）を持った組織を作り、
その意向に基づき農用地の有効利用と総合的な農業
生産力の向上を進め、事業を促進するものである。
なお、特に農用地の受け手がいない地域等、将来の
農業の担い手の確保に不安がある地域においては、
地域の農用地の利用を集積して適切に管理し、有効
利用する農業生産法人や団体を農用地利用規程に明
確化（特定農業法人・特定農業団体）し、当該法
人・団体への農用地の利用集積を円滑に推進するた
めの支援措置を講じている。なお、平成22年３月末
時点で、農用地利用改善団体数は4,279（前年同月
比150（3.6％）の増加）、特定農業法人数は892（前
年同月比99（12.5％）の増加）、特定農業団体数は
1,802前年同月比41（2.2％）の減少）となった。
オ　その他農業経営基盤の強化を促進する事業
　地域の労働力、機械、施設を有効的に利用するた
めに、農作業受委託のあっせん、受託農業者の組織
化等により農作業の受委託を促進するとともに、農
業従事者の養成及び確保を促進しようというもので
ある。

２　水田・畑作経営所得安定対策

　我が国の米を中心とした水田農業などの土地利用型
農業については、依然、生産構造が脆弱であることか
ら、地域農業を支える意欲ある経営体の経営の安定化
により、土地利用型農業の体質を強化し、食料の安定
供給を図ること等が課題である。
　このため、水田作及び畑作の土地利用型農業を営む
農家の経営安定を図るため、生産条件不利補正対策及
び収入減少影響緩和対策を措置した。
　なお、22年度は米の所得補償モデル事業が実施され
ることになったため当該事業の変動部分と収入減少対
策の交付金の調整措置を講じた。

⑴　対策の概要
ア　対象農産物
　本対策の対象となる農産物は、
①　国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要な
ものであること
②　①に該当する他の農産物と組み合わせた生産が
広く行われているものであること
という要件を満たす、米、麦、大豆、てん菜及びで
ん粉原料用に供するばれいしょの５品目としている。
　なお、生産条件不利補正交付金の対象となる特定
対象農産物については、対象農産物のうち、国境措
置が十分に高い水準にあり現時点において諸外国と

の生産条件の格差から生ずる不利が顕在化していな
い米を除いた、４品目としている。
イ　対象農業者
　本対策の対象となる農業者は、将来的に効率的か
つ安定的な農業経営となり、他産業並みの所得を確
保し得る農業経営に発展していく努力を促す観点か
ら、認定農業者は4ha以上（北海道10ha以上）、集
落営農組織は20ha以上の経営規模を有することを
原則としている。
　これに加え、農地が少ない場合の物理的特例や複
合経営の場合の所得特例などの各種特例を設けてい
るほか、平成20年産からは市町村特認制度を創設
し、地域農業の担い手として市町村が認めた場合に
は、面積にかかわらず加入できることとしている。
ウ　生産条件不利補正交付金
　我が国は、諸外国に比べて農業の生産条件が不利
であるため、諸外国との生産コストの格差が存在
し、個々の農業者による自助努力だけでは経営が成
立し得る収入が得られない状況にある。
　このため、コスト格差の下でもこれらの農業に係
る担い手の経営安定が図られるよう、標準的な生産
費が国内における標準的な販売価格を上回る対象農
産物（＝特定対象農産物）について、当該生産条件
の格差に起因する不利の補正を補塡するための交付
金（生産条件不利補正交付金）を交付することとし
ている。
エ　収入減少影響緩和交付金
　農産物の生産については豊凶変動等の需給変動が
あるため、これを原因として収入の予期せぬ減少が
生じた場合には、経営に深刻な影響を与え、食料の
安定供給の確保にも支障を来すこととなるおそれが
ある。
　こうした農業収入の減少は、農業経営に伴う必然
的なリスクであるため、個々の農業者自らの対応が
求められるものであるが、豊凶変動等の需給変動は
経営規模の大きい農業者ほどその影響が甚大となる
中で、これを放置した場合には、国民に対する食料
の安定供給の確保という国の農業政策上最も重要な
政策課題の達成ができなくなる。
　このため、
①　対象農産物に係る当年産の収入が、
②　対象農産物に係る標準的な収入を下回った場合
において、
③　農業者と国による拠出の範囲内で当該減少した
額の一部を補塡する
ための交付金（収入減少影響緩和交付金）を交付す
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ることとしている。
　なお、平成22年産については、戸別所得補償モデ
ル対策に伴い、両制度の補塡内容が重複しないよう
にするため、収入減少影響緩和対策における米の補
塡額を計算する際に、米戸別所得補償モデル事業に
おける変動部分の交付金額を控除することとした。

⑵　平成22年産の加入申請状況
　平成22年産の水田・畑作経営所得安定対策について
は、同対策に加入する農家を対象とした加入申請受付
を、平成22年４月１日から同年６月30日までの間に
行った。（口蹄疫の発生のあった熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県については、８月31日まで延長して受
付を実施）
　この結果、全国で83,492経営体、うち認定農業者
78,006経営体、集落営農組織5,486経営体となった。こ
のうち、平成20年産から創設された市町村特認による
加入は12,498経営体となった。
　各品目毎の22年産作付計画面積は、
　・　米  497,322ha
　・　４麦  255,426ha
　・　大豆  114,066ha
　・　てん菜  62,347ha
　・　でん粉原料用  21,197ha
　　　ばれいしょ
　となった。

３　担い手の育成・確保

⑴ 意欲ある多様な農業者による農業経営の育成・確
保

　食料・農業・農村基本計画（平成22年３月閣議決
定）においては、戸別所得補償制度の導入により、意
欲あるすべての農業者が農業を継続できる環境を整備
するとともに、農業経営の多角化・複合化等の６次産
業化による付加価値の向上分を経営に取り入れる取組
を後押しすること等により、競争力ある経営体の育
成・確保を図ることとしている。
　具体的には、地域農業の担い手となる家族農業経営
や法人経営については、経営規模の拡大や経営の多角
化・複合化等の取組による経営改善の促進を、小規模
農家や兼業農家も参加した集落営農については、地域
農業の生産性向上や農業生産活動の維持のための組織
づくりの推進を、地域や経営体の実態に合わせて、支
援することとしている。
　22年度においては、戸別所得補償制度モデル事業に
より、担い手を含めた意欲ある農業者の経営の安定を
図るとともに、意欲ある農業者の資金調達を支援する

ための低利融資や無担保、無保証人での融資、経営規
模の拡大や経営の多角化を図るために必要な農業用機
械・施設等の整備に係る支援、新規就農者の農業技
術・ノウハウ取得のための研修支援等を行った。

⑵　担い手のニーズに即した支援
　22年度における担い手向けの主な支援策は次のとお
り。
ア　経営体育成交付金
　経営体に対するハード支援を、市町村が策定する
１つの計画で一括して、複数年にわたる取組を支援。

（予算額　81億4,500万円）
（補正予算額　５億8,400万円）

イ　農畜産業機械等リース支援事業（経営体育成型）
　意欲ある農業者の経営改善・発展を計画的に促進
するために必要となる農業機械等のリース導入を支
援。

（予算額　４億４千万円）
ウ　農業主導型６次産業化整備事業
　６次産業化を図ろうとする農業法人等が、経営を
複合化・多角化するために必要となる加工機械の導
入や販売施設の整備等を支援。

（予算額　６億3,600万円）
エ　農地利用集積事業
　農地利用集積円滑化事業により利用権設定された
農地面積に応じて交付金（２万円/10a）を交付。

（予算額　40億200万円）
オ　農地制度実施円滑化事業
　農業委員会が新しい農地制度を円滑に実施できる
よう、農地の利用調整や農地に関する相談等の活動
に対して支援。

（予算額　107億4,200万円）
カ　農の雇用事業
　農業法人等への雇用就農を促進するため、農業法
人等が新規雇用者に対して実施する基礎的な技術・
ノウハウを習得するための実践研修等を支援。

（予算額　21億1,500万円）
キ　スーパー L資金等の金利負担軽減措置
　認定農業者が借り入れるスーパー L資金及び農業
近代化資金について、資金繰りに余裕がない貸付当
初５年間の金利負担を軽減。

（融資枠　1,500億円）
ク　農業経営資金繰り円滑化特別保証事業
　経営意欲のある農業者の資金繰り支援のため、運
転資金について、無担保無保証人の特別保証枠の設
定。

（保証枠　700億円）
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ケ　農業経営基盤強化準備金制度
　水田・畑作経営所得安定対策の交付金等を準備金
として積み立てた場合、積立金の損金算入が可能。

第３節　災害対策

　平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
は、国内観測史上最大規模の地震であり、大規模な津
波を伴い、被災区域が東日本全域に及ぶ未曾有の大災
害を引き起こした。この地震や津波、また、その後発
生した余震により、漁港、漁船、農地・農業用施設、
治山施設、木材加工施設、林地、農作物等に被害が
発生し、農林水産関係被害は約23,704億円の被害額と
なっている。
　その他、平成22年度は、風水害による被害が顕著で
あった。
　台風については、年間の発生数が14個と1951年の気
象庁の統計開始以降最も少なかったものの、梅雨前線
の停滞、鹿児島県奄美地方での大雨や12月下旬以降の
大雪の影響により、多くの人的被害や住家被害等が発
生した。また、３月下旬からの低温や降霜等により、
農作物への被害が発生した。火山噴火では、鹿児島県
と宮崎県の境に位置する霧島山の新燃岳が噴火し、周
辺地域に降灰による被害が発生した。これらの災害に
より、農地・農業用施設、林地、林道、農作物、営農
施設、漁港、漁業用施設等に被害が発生し、平成22年
度の農林水産関係被害は、農林水産物で約125億円、
農林水産関係施設で約811億円の合計総額約936億円の
被害額となった。
　主な災害及び災害対策の概要等は、以下のとおりで
ある。

１　東日本大震災

ア　災害の状況
　平成23年３月11日14時46分、牡鹿半島の東南東
130km付近の三陸沖を震源とし、震源域が岩手県沖
から茨城県沖に及ぶマグニチュード9.0の地震が発
生した。この地震の規模は観測史上国内最大規模、
世界で見ても1900年以降に発生した地震では４番目
の規模であった。この地震により、宮城県北部で震
度７、宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、
茨城県北部・南部及び栃木県北部・南部で震度６
強、岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県
会津、群馬県南部、埼玉県南部及び千葉県北西部で
震度６弱、その他東日本を中心に北海道から九州地
方にかけての広い範囲で震度５強～１が観測された。

　さらに、14時49分には気象庁が津波警報（大津
波）を発表、日本各地で大きな津波が観測されたと
ころである。
　気象庁では、３月11日にこの地震を「平成23年
（2011年）東北地方太平洋沖地震」と命名した。さ
らに政府では、今回の災害規模が東日本全域に及ぶ
甚大なものであることに加え、大規模な地震と津波
に加え原子力発電施設の事故が重なるという、未曾
有の複合的な大災害であり、今後の復旧・復興施策
推進の際に統一的な名称が必要となることから、災
害名を「東日本大震災」と呼称することとした（平
成23年４月１日閣議了解）。
　また、これまでに発生した余震として、最大震度
６強が２回、最大震度６弱が２回などが発生してお
り、現在も余震と見られる活動が続いているところ
である。
　この地震による死者は15,845名、不明者は3,380
名、住家被害も全壊・半壊あわせて約37万戸にのぼ
るなど、甚大な被害が生じている。（平成24年１月
23日現在）
　農林水産関係では、漁船・漁港施設をはじめとす
る水産関係で、津波の影響により北海道から千葉県
にかけて大きな被害が発生したところであり、特に
震源地に近い岩手県、宮城県、福島県の沿岸域はほ
ぼ全域にわたり壊滅的な被害を受けた。水産関係被
害としては、漁船約28千隻、漁港施設約300漁港、
その他共同利用施設、養殖施設等に約12,637億円の
被害が発生した。また、農林業関係でも、青森県、
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県では津波
の影響により約2.4万haの農地が冠水するなど、農
地約17千箇所、農業用施設等22千箇所、治山施設
273箇所、木材加工施設112箇所、農作物・営農用施
設等で約11,067億円の被害が発生し、農林水産関被
害の総額で約23,704億円の被害が発生した。（平成
24年１月24日現在）
イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、３月11日に「農林水産省地震災
害対策本部」を設置。
②　政府調査団（宮城県（３月11日）、岩手県、福
島県（３月12日））に農林水産省からそれぞれ５
名を派遣。
③　政府は、「東北地方太平洋沖地震による災害」
について全国を対象とする激甚災害に指定（３月
12日公布）。
④　農林水産省の被災地へのサポート
ア　岩手県、宮城県、福島県に派遣された政府の
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現地対策本部の農水省職員が、県、市町村等と
協力して災害緊急食料対策をサポート。さら
に、東北農政局、東北森林管理局、関東森林管
理局、地方農政事務所、国営事業所は、これら
の政府現地対策本部と連携して必要な支援を実
施。
イ　水産庁漁業取締船が捜索活動を実施。
ウ　県等から要請のあった農業用施設等の緊急点
検調査のため宮城及び福島県下に(独)農村工学
研究所の専門家及び農政局担当官を派遣。ま
た、災害応急ポンプ(農地湛水排除及び農業用
水補給用)を地方農政局土地改良技術事務所か
ら搬送し供用。
エ　東北森林管理局や関東森林管理局が海岸林、
採石場跡地等を瓦礫の一時置場として宮城県等
に無償で貸付。
オ　農山漁村における被災者受入れについて、受
入れ先における農林水産業関係の雇用の情報、
活用できる農地や耕作放棄地の情報、空き家等
の住まいの情報等の受入情報を被災地域に提供。

⑤　食料等の確保関係
ア　被災地における食料の供給・確保や木炭・煉
炭、薪等の供給体制整備について関係団体等に
依頼。
イ　青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、
茨城県からの応急食料品調達要請に対して対応。
ウ　東北森林管理局及び関東森林管理局で、避難
所への食料搬送用に車両を確保し、関係機関と
連携しつつ食料を輸送。また、水産庁漁業取
締・調査船、調査捕鯨母船が、民間漁船と協力
して、重油、軽油、食料等支援物資を輸送。

⑥　被災地への現地調査等
　被災県下への被害状況の視察、地元関係者との
意見交換、復旧状況の視察等で農林水産大臣が延
べ16回、副大臣・政務官が延べ11回の調査等を実
施（平成24年１月24日現在）。
⑦　各種通知等の発出
ア　被災農林漁業者に対する資金等の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について関係金融機
関に通知（３月11日）
イ　生産された生乳の廃棄を余儀なくされている
酪農家の負担軽減のために、急速乾乳の推奨及
び技術的留意事項について通知（３月24日）
ウ　農地・農業水利施設の被災状況の早期把握と
復旧、被災状況に応じた水稲、園芸等の営農準
備のための技術指導通知（３月31日）

エ　家畜共済及び園芸施設共済の農業共済掛金の
払込期限等の延長、共済金の迅速な支払に向け
ての措置等について、青森県他６県及びこれら
の農業共済組合連合会あてに通知（３月31日）
オ　農業者戸別所得補償制度の申請期限等の延長
を決定（４月１日）
カ　果樹共済（収穫共済）及び畑作物共済の共済
掛金の支払期限の特例に関する省令を公布・施
行（４月11日）
キ「天災による被害農林漁業者等に対する資金の
融通に関する暫定措置法」を発動し、被災農林
漁業者に対する低利の経営資金（天災資金）を
措置（４月15日）
ク　被災地域の早期復旧の迅速化に向け、農地・
農業用施設の災害復旧事業の査定を大幅に簡素
化することについて、東北・関東農政局あてに
通知（４月21日） 
ケ　森林国営保険の保険契約継続手続の期限延長
に係る対応について、都道府県あてに通知（４
月22日）
コ　海水等が浸入した耕地の農業共済の引受けに
おける取扱い等について、青森県他５県及びこ
れらの県内の農業共済組合連合会あてに通知
（５月24日）

２　台風等風水害

⑴　平成22年３月下旬からの低温・降霜等
ア　災害の状況
　３月下旬以降、日本全国で平均気温よりかなり低
い気温が続いたことにより、野菜、果樹、茶をはじ
めとする農作物に生育の遅れや凍霜害等による被害
が見られ、総額で約51億円の被害が発生した。
イ　農林水産省の対応
①　各都道府県に対し、果樹、茶及び野菜をはじめ
とした農作物について低温、凍霜害等の被害防
止、生育回復のための適切な対応が行われるよう
通知。
②　茶園凍霜害の現地実態調査を実施。
③　うめ園凍霜害の現地調査を実施。
④　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
⑤　（株）日本政策金融公庫、農林中央金庫等におい
て、被害農業者等からの相談を受付。
⑥　生産出荷団体に対し、出荷の前倒しや規格外品
の出荷等による野菜の供給確保を依頼。
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⑵　平成22年梅雨前線による大雨
ア　災害の状況
　６月中旬から７月中旬にかけて、梅雨前線は九州
から本州付近に停滞し、断続的に活動が活発となっ
た九州から東北地方にかけての広い範囲で大雨と
なった。この大雨では局地的に１時間に80ミリを超
える猛烈な雨が観測された。１時間の降水量では鹿
児島県の南大隅町で116ミリの観測史上１位の値を
更新した。24時間の降水量では宮崎県のえびの市で
441ミリを観測した。また、６月11日からの総降水
量では宮崎県えびの市で2,226ミリを観測した。こ
のほか、九州南部では、この間の総雨量が1,500ミ
リから2,000ミリに達し、平年の２倍を超える雨量
となった。
　この災害により、死者16名、行方不明者５名及び
負傷者31名、住家の全壊42棟、半壊74棟及び一部破
損208棟、床上浸水1,786棟及び床下浸水5,702棟など
の被害が発生した。
　農林水産関係では、広島県、鹿児島県、佐賀県、
宮崎県、山口県などをはじめとする中国地方や九州
地方を中心に、農地10,641箇所、農業用施設等8,622
箇所、林地荒廃1,142箇所、治山施設50箇所、林道
2,890箇所、水稲、大豆、野菜を中心とした農作物
等に、総額で約590億円の被害が発生した。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　各都道府県に対し、農作物等の被害を最小限に
抑え、生育の回復を図るための適切な対応が行わ
れるよう技術指導の徹底について通知。
②　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
③　農村振興局、関東農政局、中国四国農政局、九
州農政局、林野庁及び森林管理局等の担当官を現
地に派遣。
④　山田農林水産大臣が広島県庄原市を現地視察。
⑤　政府は、この災害に対し、「平成二十二年六月
十一日から七月十九日までの間の豪雨による災
害」として激甚災害に指定し、農地等の災害復旧
事業等に係る補助の特別措置等を適用（８月25日
公布）。

⑶　台風第9号（９／４～９）
ア　災害の状況
　９月３日に熱帯低気圧から変わった台風第９号
は、４日に沖縄本島付近を北上、７日午前に対馬付
近を通過して山陰沖を進んだ後、８日11時過ぎに福
井県敦賀市付近に上陸し、その後、熱帯低気圧とな
り関東地方に進んで、神奈川県や静岡県などに大雨

をもたらし、静岡県小山町で大きな被害が発生し
た。なお、丹沢湖では８日午後４時までの5時間に
489.5㎜の雨量を観測した。これは９月の平均降雨
量の1.6倍とされる。
　農林水産関係では、静岡県、神奈川県などをはじ
めとして、農地310箇所、農業用施設等114箇所、林
地荒廃96箇所、治山施設８箇所、林道312箇所、水
産物、養殖施設などの水産関係、水稲などの農作物
等に、総額で約55億円の被害が発生した。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　各都道府県に対し、農作物等の被害を最小限に
抑え、生育の回復を図るための適切な対応が行わ
れるよう技術指導の徹底について通知するととも
に、農業共済団体等に対し、技術指導通知の周知
と共済金の早期支払体制の確立等について通知。
②　農村振興局から各地方農政局等に対し、二次災
害等の発生防止及び緊急を要する復旧箇所につい
て、「査定前着工」の活用等について通知。
③　林野庁から各都道府県に対し、林道が被災した
場合の災害復旧事業の応急工事制度の活用等につ
いて通知。
④　農村振興局、関東農政局、林野庁及び森林管理
局の担当官を現地に派遣。
⑤　政府は、この災害に対し、「平成二十二年九月
四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨によ
る神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山
町の区域に係る災害」として激甚災害に指定し、
農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等
を適用（10月27日公布）。

⑷　鹿児島県奄美地方における大雨（10 ／ 18 ～ 25）
ア　災害の状況
　前線が奄美地方に停滞し、この前線に向かって南
から湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定と
なった。
　この影響で、奄美地方では１時間に120㎜以上の
猛烈な雨となった所がある。奄美市名瀬では10月18
日の降り始めから21日までの降水量が766.5㎜に達
した。また24時間の降水量は648㎜となり観測史上
１位を更新した。
　この災害により、死者３名及び負傷者２名の人的
被害が発生した。また、住家全壊10棟、住家半壊
479棟、住家一部破損11棟、床上浸水119棟及び床下
浸水767棟等の住家被害が発生した。
　農林水産関係では、鹿児島県奄美大島などで、農
地350箇所、農業用施設等335箇所、林地荒廃22箇
所、林道737箇所、野菜、果樹などの農作物等に、
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総額で約44億円の被害が発生した。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、10月20日に災害情報連絡室を設
置。
②　農林水産関係被害の把握と対応の検討のため
に、関係局庁の担当者５名からなる調査チームを
奄美大島に派遣。
③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
④　（株）日本政策金融公庫、農林中央金庫等におい
て、被害農業者等からの相談を受付。
⑤　鹿児島県に対し、農作物等の被害を最小限に抑
え、生育の回復を図るための適切な対応が行われ
るよう技術指導の徹底について通知するととも
に、農業共済団体等に対し、技術指導通知の周知
と共済金の早期支払体制の確立等について通知。
⑥　農村振興局から九州農政局に対し、二次災害等
の発生防止及び緊急を要する復旧箇所について、
「査定前着工」の活用等について通知。
⑦　林野庁及び水産庁から鹿児島県に対し、適切な
応急対応の徹底等について通知。
⑧　農村振興局、九州農政局、林野庁の担当官を現
地に派遣。
⑨　政府は、この災害に対し、「平成二十二年十月
十八日から同月二十五日までの間の豪雨による鹿
児島県奄美市等の区域に係る災害」として激甚災
害に指定し、農地等の災害復旧事業等に係る補助
の特別措置等を適用（11月25日公布）。

⑸　平成22年11月からの大雪等
ア　災害の状況
　平成22年12月下旬以降、冬型の気圧配置となる日
が多く、断続的に強い寒気が日本付近に流れ込んだ
ため各地で大雪となった。特に、年末から年始にか
けては、西日本を中心に強い寒気が流入し、西日本
の日本海側等の一部では記録的な大雪となった。ま
た、１月は中旬と月末にも強い寒気が南下し、北日
本から西日本にかけての日本海側で大雪となり、積
雪の深さが14道府県24地点で観測史上１位を更新し
た。
　この大雪により、主に屋根の雪下ろしや除雪作業
中の事故等で、死者128名、負傷者1,491名の人的被
害が生じている。また、住家被害は、秋田県、島根
県等の21道府県で住家全壊９棟、住家半壊12棟、住
家一部損壊558棟、床上浸水６棟及び床下浸水62棟
などの被害が発生した。
　農林水産関係では、岩手県、鳥取県、島根県、山

形県、鹿児島県などをはじめとする東北地方や中国
地方の日本海側を中心に、林地荒廃10箇所、森林被
害543ha、漁船504隻、漁具538箇所、水産物約13千
トン、パイプハウス等約9千箇所、果樹、野菜を中
心とした農作物等に、総額で約168億円の被害が発
生した。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　都道府県に対し、園芸用施設について、降雪へ
の事前の対応や積雪後の被害防止のための適切な
対応が行われるよう技術指導の徹底について通知
②　農業・漁業共済団体等に対し、共済金等の早期
支払体制の確立等について通知。
③　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
④　（株）日本政策金融公庫、ＪＦマリンバンク、Ｊ
Ａバンクにおいて、被害農漁業者等からの相談を
受付。
⑤　農林水産関係被害の把握と対応の検討のため
に、関係局庁の担当者５名からなる調査チームを
奄美大島に派遣。
⑥　農村振興局から九州農政局に対し、二次災害等
の発生防止及び緊急を要する復旧箇所について、
「査定前着工」の活用等について通知。
⑦　林野庁から都道府県等に対し、適切な応急対応
の徹底等について通知。
⑧　水産庁から関係各県に対し、漁業者への注意喚
起及び再発防止の指導を行うとともに、漁港施設
等にかかる災害復旧事業の速やかな実施について
の指導・助言。
⑨　生産局、中国四国農政局及び水産庁の担当官を
現地に派遣。

⑹　霧島山（新燃岳）の噴火
ア　災害の状況
　霧島山（新燃岳）では、平成23年１月26日から本
格的なマグマ噴火が発生。１月27日以降爆発的噴火
も発生するようになり、噴火に伴う降灰が宮崎県高
原町や鹿児島県霧島市等火口の南東側を中心に広い
範囲で観測された。
　この災害により、灰の除去作業中に誤ってはしご
等から落下するなどの負傷者42名の人的被害が発生
した。住家被害は発生していないが、こぶし大の噴
石による太陽光パネルの破損、空振現象（爆発的噴
火に伴い発生する空気の強い振動）による自動車ガ
ラスの破損等の被害が約900件発生した。
　農林水産関係では、宮崎県、鹿児島県で、露地野
菜、飼料作物等の農作物及びビニールハウス等への
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降灰や噴石により、総額で約6億円の被害が発生し
た。
イ　農林水産省及び政府の対応
①　農林水産省は、２月４日に災害情報連絡室を設
置。
②　「霧島山（新燃岳）の噴火に関する政府支援
チーム」に、農林水産省の担当官をに派遣。
③　宮崎県、鹿児島県に対し、散水等による降灰の
除去、火山灰の分析に基づく土壌改良など、農作
物の被害をできるだけ抑えるための技術指導の徹
底について通知するとともに、農業共済団体等に
対し、技術指導通知の周知と共済金の早期支払体
制の確立等について通知。
④　関係金融機関に対して、被害農林漁業者等の資
金の円滑な融通等が図られるよう依頼。
⑤　林野庁及び水産庁から宮崎県、鹿児島県に対
し、適切な応急対応の徹底等について通知。
⑥　降灰被害農家への支援策（①活動火山対策特別
措置法に基づく防災営農対策、②営農継続に対す
る緊急支援、③農地に堆積した灰の除去）を総合
的に推進。
⑦　林野庁が降灰に伴う土石流等への緊急対策(①
既存治山施設の機能向上対策等、②土石流セン
サーの設置、③既崩壊地の拡大防止対策、④今後
の治山対策に向けた詳細調査)を実施。
⑧　生産局、経営局、農村振興局、九州農政局、林
野庁及び九州森林管理局等の担当官を現地に派遣。

３　農林水産業防災対策関係予算

　平成22年度の農林水産業防災対策関係予算は、表１
のとおりである。

表１　農林水産業防災対策関係予算
（単位：百万円）

　事　　　項  平成22年度予算額
１　災害予防  3,419
　⑴　防災施設設備の整備  3,419
　　　　 情報収集・伝達体制の整備  18
　　　　 漁港漁村の防災対策施設の整備  88,248

の内数
　　　　 農山村の防災機能強化の促進  150,000

の内数
　　　　 緊急時の農業用水利施設の活用・整備  150,000

の内数
　　　　 農村防災・災害対応の指導体制強化  23
　　　　 国営造成土地改良施設防災情報ネット
　　　　 ワークの整備  1,320
　　　　 総合的な農地防災事業  1,525

　　　　 火山地域における治山事業の推進  289
　　　　 なだれ防止林造成  244
　　　　 林野火災の予防対策  210,100

の内数
２　国土保全  97,586
　⑴　治山事業  60,670
　　　　 国有林治山事業  24,879
　　　　 民有林直轄治山事業  5,914
　　　　 民有林補助治山事業  29,877
　⑵　地すべり対策事業  10,880
　　　　 直轄  5,263
　　　　 補助  5,617
　⑶　海岸事業  4,900
　⑷　農地防災事業  16,036
　　　　 国営総合農地防災事業  13,299
　　　　 農地防災事業  2,737
　⑸　災害関連事業  4,521
　　　　 直轄地すべり対策災害関連緊急事業  50
　　　　 災害関連緊急地すべり対策事業  566
　　　　 農業用施設等災害関連事業  84
　　　　 直轄治山等災害関連緊急事業及び災害関連
　　　　 緊急治山等事業  3,724
　　　　 治山施設災害関連事業  10
　　　　 林地崩壊対策事業  80
　　　　 森林災害復旧事業  1
　　　　 国有林森林災害復旧造林事業  1
　　　　 漁港関係災害関連事業  5
　⑹　その他の事業  579
　　　　 保安林整備管理事業  553
　　　　 特殊地下壕対策事業  26
３　災害復旧等  124,918
　⑴　災害復旧事業  12,813
　　ア　公共土木施設災害復旧事業  3,150
　　　　 直轄事業  1,043
　　　　 補助事業  2,107
　　イ　農林水産業施設災害復旧事業  9,663
　　　　 直轄事業  1,464
　　　　 補助事業  6,520
　　　　 国有林（治山事業を除く）  1,679
　⑵　災害融資  93
　　　　　農林漁業関係融資  93
　　　　　日本政策金融公庫（農林水産業者向け業務）
　　　　　融資  ［35,500］
　⑶　災害保険  112,012
　　　　農業共済保険  89,427
　　　　森林保険  4,785
　　　　漁業共済保険  10,460
　　　　漁船損害保険  7,340

［35,000］
　　　合　　　計  225,923
（注１）［　］書きは、日本政策金融公庫融資枠で外数であ

る。
（注２）合計額は、内数分を除いた額の集計である。
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第４節　新たな農地制度

１　改正農地法の概要

　農地法は、昭和27年に、農地改革の成果を維持する
とともに戦前から立法化されてきた法制度の集大成と
して制定され、その後時代の要請に応じて制度改正が
なされてきたところである。直近の改正である平成21
年の農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第
57号。以下「改正農地法」という。）では、農地を最
大限に有効利用するとともに、これ以上の農地の減少
を食い止め、農地を確保することを内容とする改正を
行ったところである。主な改正内容は、下記の通りで
ある。

⑴　農地法の目的等の見直し
　農地が「地域における貴重な資源であること」、農
地を「効率的に利用する耕作者による地域との調和に
配慮した権利の取得を促進」すること等を明確化する
とともに、農地について権利を有する者の責務とし
て、「農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければ
ならない」旨の責務規定を創設した。

⑵　農地の権利取得に係る許可要件の見直し
　農地の権利取得の要件を見直し、「地域との調和」
要件を創設するとともに、原則として農業生産法人に
限られている法人による農地の権利取得について、農
地の貸借に限り、契約に解除条件をつける等の一定の
要件を満たした場合は農業生産法人以外の法人であっ
ても許可を可能とした。

⑶　農地転用規制の厳格化
　病院、学校等の公共施設への転用についても許可不
要から協議制へ改めるとともに、違反転用に対する罰
則を強化した。

⑷　遊休農地対策の強化
　遊休農地のうち地域の農業振興を図る観点から市町
村が指定したものについて必要な措置を講ずるという
従来の仕組みを改め、市街化区域内農地も含めた全て
の遊休農地を対象とする仕組みとするとともに、遊休
農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手
続きを農業委員会が一貫して行うこととした。更に所
有者不明の遊休農地についても知事の裁定で公社等が
利用できるように措置した。

⑸　農地の面的集積の推進
　市町村段階の農地の面的集積組織（農地利用集積円
滑化団体）が委任を受けて、所有者を代理して農地を
貸し付ける仕組みを創設した。

【農業経営基盤強化促進法において措置】
⑹　優良農地の確保を図る仕組みの充実

　国及び県の基本方針において確保すべき農用地面積
の目標を明記するとともに、農用地区域内の農用地に
ついて、担い手に対する利用の集積に支障を及ぼす恐
れがある場合には、同区域からの除外を行うことがで
きないこととした。
【農業振興地域の整備に関する法律において措置】

２　農地流動化の状況

　農地の流動化については、昭和50年以降、所有権移
転（売買）によるものから利用権の設定（貸借等）に
よるものに重点が移ってきている。
　売買と貸借等を合わせた年間の農地の権利移動面
積（世帯内の移動等（子供への贈与、使用貸借）を除
く）については、平成８年から平成10年までは毎年
11万ha台、平成11年から平成14年までは毎年13万ha
台、平成15年は14万ha台、平成16年及び平成17年は
15万ha台、平成18年は19万ha台、平成19年は21万ha
台と増加傾向で推移してきていたが、平成20年は19万
ha台、平成21年は17万ha台と減少に転じた。このう
ち、貸借等によるものが約８割を占めており、そのほ
とんどは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
によるものである。

３　農地流動化対策

　「食料・農業・農村基本法が目指す効率的かつ安定
的な農業経営」が農業生産の相当部分を担うような農
業構造を確立するため、各種の施策を総合的に実施し
ている。

⑴　農地利用集積円滑化事業
　農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するた
め、改正農地法により、農業経営基盤強化促進法に位
置付けられたものである。
　本事業は、市町村の承認を受けた者（農地利用集積
円滑化団体）が、農地の所有者から委任を受けて、そ
の者を代理して農地の貸付け等を行うこと等を内容と
する事業であり、次の事業からなる。
ア　農地所有者代理事業
　農地利用集積円滑化団体が行う農用地等の所有者
の委任を受けて、その者を代理して農用地等につい
て売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の
委託を行う事業（当該委任に係る農用地等の保全の
ための管理を行う事業を含む）。
イ　農地売買等事業
　農地利用集積円滑化団体が農用地等を買い入れ、
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又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換
し、又は貸し付ける事業。
ウ　研修等事業
　農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた
農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もう
とする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得す
るための研修その他の事業。

⑵　農地利用集積対策
ア　農地利用集積事業
ア　農地利用集積円滑化促進事業
 a　農地利用調整活動支援事業
⒜　利用集積交付金
　農地利用集積円滑化事業（農地所有者代理
事業、農地売買等事業）によって利用権が設
定された農地の面積に応じて、農地利用集積
円滑化団体に対して、交付金を交付する。
⒝　推進員設置費
　農地利用集積円滑化団体が農地の利用調整
を行うための推進員を設置する場合、その設
置費や推進員の活動費を助成する。

b　農地引受支援事業
⒜　農地引受支援費
　農地利用集積円滑化事業により特定農業法
人が農地を借り受けた場合、（農地利用集積
円滑化事業を通じて）特定農業法人に対し
て、当該農地の営農経費の一部を助成する。
⒝　小規模基盤整備支援費
　農地利用集積円滑化事業により利用権設定
された農地について、農地利用集積円滑化団
体が、畦畔除去等の小規模な基盤整備を行う
場合に必要となる経費を助成する。

c　市町村活動推進事業
　市町村が、農地利用集積円滑化事業を推進
するために行う農業関係団体との連絡調整及
び農業者に対する普及啓発等に要する経費を
助成する。

イ　都道府県事業
　都道府県が、農地利用集積円滑化事業を推進す
るために行う農業関係団体との連絡調整等に要す
る経費を助成する。

（予算額　4,002百万円）
⑶　農地保有合理化事業

ア　農地保有合理化事業
　昭和45年に創設され、平成５年には農業経営基盤
強化促進法に位置付けられたもので、農地保有合理
化法人が農業経営の規模拡大、農地の集団化等を促

進するために行う次の事業からなる。
　平成21年度における農地保有合理化事業の実績は
表２のとおりである。
ア　農地売買等事業
　経営規模縮小農家等から農用地等を買い入れ又
は借り受けて、当該農用地等を認定農業者等に売
り渡し又は貸し付ける事業。
イ　農地売渡信託等事業
　経営規模縮小農家等から農地保有合理化法人が
農用地等の売渡信託を引き受けるとともに、委託
者に信託を引き受けた農用地等の価格の一定割合
の資金を無利子で貸し付ける事業。
ウ　農地貸付信託事業
　不在村農地所有者の農用地等を農地保有合理化
法人が貸付けの方法により運用することを目的に
信託を引き受ける事業。
エ　農業生産法人出資育成事業
　農地保有合理化法人が買い入れた農用地等を農
業生産法人に現物出資又は農地の仲介と併せて金
銭出資するとともに、その出資により取得した持
分を農業生産法人の構成員に計画的に分割譲渡す
る事業。
オ　研修等事業
　農地保有合理化法人が、新規就農希望者等に対
して農業の技術、経営の方法に関する実地研修等
を中間的に保有する農用地等を活用して行う事業。

表２　農地保有合理化事業の実績（平成21年度）

イ　農地保有合理化法人
　農地保有合理化法人である都道府県農業公社につ
いては、全都道府県に設置されている（47法人）。
ウ　社団法人全国農地保有合理化協会の活動
　社団法人全国農地保有合理化協会は昭和46年に設
立されたものであるが、平成７年の農業経営基盤強
化促進法の一部を改正する法律（平成７年法律第４
号）により、農地保有合理化法人の行う業務を支援
する法人として「農地保有合理化支援法人」が位置
付けられたことに伴い、同年４月に農林水産大臣よ

（単位：件、ha）

買入れ 売渡し 借受け 貸付け

件 数 3,580 4,191 41,944 35,491

面 積 6,922 9,687 13,128 13,541
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り農地保有合理化支援法人として指定を受けた。
　同協会が行う事業内容は、農地保有の合理化、農
用地の整備その他農業構造の改善に資する事業につ
いての啓発、宣伝及び推進、農地保有の合理化に関
する事業の適正かつ円滑な運営を図るための指導助
言、農地保有の合理化に要する資金の供給、助成、
債務の保証、その他各種調査・研究等である。
エ　関連事業（農地移動適正化あっせん事業）

　昭和44年の農業振興地域の整備に関する法律の制
定を受けて創設されたもので、農業委員会が農用地
区域内の土地の権利の設定又は移転について、その
権利の移動が農業経営の規模拡大、農地の集団化そ
の他農地保有の合理化に資するようあっせんする事
業。
　農地移動適正化あっせん事業の実績は表３のとお
りである。

表３　農地移動適正化あっせん事業実績

（単位：件、ha）

事業実施 売 買 交 換 賃 貸 借 そ の 他 総 数

市町村数

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

20年度 574 7,041 12,651 72 17 13,413 20,572 1,275 1,824 21,801 35,064

21年度 570 6,593 11,309 63 9 13,818 19,705 1,031 1,134 21,505 32,157

４　耕作目的の農地の権利移動の状況

⑴　耕作目的の農地の権利移動の状況
ア　総権利移動の動向
　平成21年の耕作目的の農地の総権利移動（農地法
及び農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動の合
計）は、全体で38万2,262件（対前年比97.0％）、20
万9,015ha（同91.5％）となった。
イ　自作地有償所有権移転
　自作地有償所有権移転（農地法及び農業経営基盤
強化促進法に基づくものの合計）は、平成21年は北
海道、都府県において件数、面積ともに減少して
おり、全国で５万5,343件（対前年比91.9％）、３万
1,572ha（同80.9％）となった。
ウ　農地法に基づく賃借権の設定等
ア　賃借権の設定
　賃借権の設定は、平成21年は5,194件（対前年
比98.7％）、3,211ha（同99.5％）となった。
イ　使用貸借による権利の設定
　使用貸借による権利の設定は、昭和51年の農業
者年金制度の改正以降、経営移譲年金受給のた
めの権利設定などに伴って推移してきており、
平成21年は１万1,469件（対前年比91.2％）、２万
2,126ha（同90.3％）となった。

エ　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定
　利用権の設定（農業経営基盤強化促進法に基づく
賃借権の設定、使用貸借による権利の設定及び農業
経営の委託による権利の設定の合計）は、平成21年

は28万8,810件（対前年比98.2％）、13万9,972ha（同
93.5％）となった。

⑵　賃貸借の解約、利用権の終了の状況
ア　農地法に基づく賃貸借の解約等（転用目的の解約
等を含む。）
　農地法に基づく賃貸借の解約と農業経営基盤強化
促進法に基づく利用権（賃借権）の中途解約の合
計は、平成21年は３万9,184件（対前年比95.6％）、
２万2,059ha（同78.5％）となった。
イ　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の終了
　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権のうち、
平成21年中に利用権が終了したものは13万2,539件
（前年比103.0％）、６万763ha（同105.2％）であった。
ウ　利用権の再設定
　利用権（賃借権）が終了したもの（再設定の有無
不明は除く。）のうち、平成21年中に利用権を再設
定したものは件数で69.2％（面積69.9％）を占めて
おり、再設定予定のもの（平成21年中には再設定し
なかったが、平成22年初めに再設定されたもの及び
近く再設定する予定のもの）は、件数で13.1％（面
積12.6％）を占めている。

第５節　農業委員会制度

１　制度の概要

　農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の
許可、農地転用案件への意見具申などを中心に農地に
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関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設
置されている。農業委員会数は、平成22年10月１日現
在1,732委員会となっている。
　また、都道府県段階に都道府県農業会議、全国段階
に全国農業会議所が置かれ、農業委員会の行う活動を
効果的に実施するための推進機関としての役割を果た
している。
　改正農地法により、不適正利用時の許可取り消しや
遊休農地対策等において、農業委員会の機能が大幅に
強化されたところであり、現場で農地制度の運用を担
う農業委員会の役割はますます重要になっている。

２　農業委員会等に対する国庫補助

　農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所
に係る国庫補助としては、以下のとおりである。

⑴　農業委員会に係る国庫補助
ア　農業委員会が農地法等の事務を適切かつ円滑に行
うための農業委員手当及び職員設置等の基礎的な経
費

（予算額　4,776百万円）
イ　農業委員会による農地の利用関係の調整、農地相
談員の設置等に要する経費

（予算額　5,259百万円の内数）
⑵　都道府県農業会議に係る国庫補助

ア　農地法に基づく事務を適切かつ円滑に行うための
会議員手当及び職員設置に要する経費

（予算額　553百万円）
イ　広域的な農地の利用関係の調整、農地相談員の設
置、農業委員会等を対象とした研修会の開催等に要
する経費

（予算額：5,259百万円の内数）
⑶　全国農業会議所に係る国庫補助

　農業及び農業者に関する調査・研究等に要する経費
（予算額：35百万円）

第６節　農業者年金制度

　農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定を通じ
て、農業経営の近代化、農地保有の合理化を推進する
という政策目的を達成するために昭和46年に創設され
た。
　その後、高齢化の進展等により、加入者１人で受給
者約３人を支える状況等になったことから、少子高齢
化などに対応できる安定した制度に再構築することと
し、平成14年１月に制度改正を行った。これに伴い、
農業者年金事業の実施主体は特殊法人農業者年金基金

から独立行政法人農業者年金基金へ移行した（平成15
年10月１日）。

１　制度の概要

⑴　政策目的
　政策目的については、農業者の老後生活の安定及び
福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資するこ
と。

⑵　加入要件
　加入要件については、国民年金の第１号被保険者で
年間60日以上農業に従事する60歳未満の者。

⑶　財政方式
　財政方式については、将来受け取る年金財源を加入
者自らが積み立てる、加入者数や受給者数に左右され
ず長期的に安定した積立方式。

⑷　政策支援
　認定農業者で青色申告の者等に対し、保険料の政策
支援を行っている。
ア　政策支援対象者については、
ア　60歳までに20年以上加入することが見込まれる
者
イ　必要経費等控除後の農業所得で900万円以下の
者のうち、次の者
ａ　認定農業者又は認定就農者で青色申告者。
ｂ　ａの者と家族経営協定を締結し経営に参画し
ている配偶者・後継者。
ｃ　認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満
たす者で、３年以内に両方を満たすことを約束
した者。
ｄ　35歳未満の後継者で35歳まで（25歳未満の者
は10年以内）に認定農業者で青色申告者となる
ことを約束した者とする。

イ　政策支援割合は、対象者の状況に応じて2/10、
3/10及び5/10の支援を行う。
ウ　国庫助成は、35歳未満であれば、要件を満たして
いる全ての期間、35歳以上では10年間を限度とし
て、通算して20年間受けることができる。

２　被保険者等の状況（22年度末）

　⑴　加入者数（累計）  98,984人
　⑵　被保険者数  54,041人
　⑶　平成22年度新規加入者  3,452人
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第７節　経営体育成支援等

⑴　経営体育成交付金
　意欲ある経営体、新規就農者、集落営農組織等の多
様な経営体の育成・確保を図る上で必要となる農業用
機械・施設整備等の支援を総合的に実施した。
ア　事業内容
ア　新規就農者補助事業
　新規就農者の経営の早期安定を図るため、農業
用機械・施設等導入の初期投資の軽減を支援。
イ　融資主体型補助事業
　経営体が融資を主体として農業用機械・施設等
を導入する場合、融資残の自己負担部分について
補助金を交付することにより、主体的な経営展開
を補完的に支援。
ウ　追加的信用供与補助事業
　融資主体型補助事業に係る融資の円滑を図るた
め、農業信用基金協会への交付金の積み増しによ
る金融機関への債務保証の拡大を支援。
エ　集落営農補助事業
　集落営農組織の組織化・法人化に必要な農業用
機械の導入を支援。
オ　共同利用施設補助事業
　経営体が経営の高度化に向けて取り組む経営の
規模拡大、複合化・多角化等を図るために必要と
なる共同利用施設の整備を支援。

イ　成果目標
　事業実施計画の承認のあった日に属する年度から
５年度目を目標年度とした次のアからウに掲げるい
ずれか又はすべての成果目標を設定。なお、必要な
場合にあっては、エの成果目標を設定可能。
ア　経営体の育成・確保に関する目標
イ　人材の育成・確保に関する目標
ウ　雇用の創出に関する目標
エ　地域が提案する目標

（予算額8,728百万円）
⑵　農業主導型６次産業化整備事業

　６次産業化を図ろうとする農業法人等（６次産業化
法人）が、経営を複合化・多角化するために必要とな
る加工用機械の導入や販売施設の整備等及び６次産業
化法人と連携・協力して生産活動を行う農業法人等
（連携法人）の農畜産物の生産に必要となる施設の整
備等について支援した。
ア　事業内容
ア　６次産業化法人が加工・流通・販売等について

の新たな取組を行う場合に必要となる機械・施設
等の整備及びこれと併せて行う農畜産物の生産に
必要となる機械・施設等の整備。なお、新たな取
組とは、次に掲げる取組等とする。
ａ　６次産業化法人が、自ら生産した農畜産物を
利用して新たに加工・流通・販売等のいずれか
又はすべてに取り組むこと。
ｂ　６次産業化法人が既に取り組んでいる加工・
流通・販売等の取組を拡充するため、生産量の
増加、品質の向上又は新たな品目に係る農畜産
物の加工・流通・販売等のいずれか又はすべて
に取り組むこと。　

イ　連携法人がアの整備と併せて行う農畜産物の生
産に必要となる機械・施設等の整備。

イ　成果目標
　事業実施計画承認年度から４年度目を目標年度と
した次の成果目標を設定。
ア　所得向上に関する成果目標
イ　雇用の創出に関する成果目標
ウ　地域の活性化に関する成果目標

（予算額636百万円）
⑶ 強い農業づくり交付金（経営力の強化）のうち特

定地域経営支援整備
　経営規模の零細な地域等（経営体育成緊急地域）及
び沖縄県において、意欲ある多様な経営体の育成に必
要な農業用施設等の整備を支援した。
ア　事業内容
ア　特定地域経営支援整備
　経営規模の零細な農家が多くを占める地域等及
び沖縄県において､ 意欲ある多様な経営体の育成
に必要な生産施設、加工施設、流通販売施設及び
土地基盤等の整備を支援。
イ　特定地域経営支援整備附帯事業
　アの特定地域経営支援整備により整備される農
業用施設等の適切な活用を図るために必要となる
活動を支援。

イ　成果目標
　事業開始年度の翌々年度を目標年度とした次の数
値目標及びその達成のためのプログラムを設定。
ア　意欲ある多様な農業経営の育成【必須設定】
イ　農業所得の向上【任意設定】
ウ　雇用の増加【任意設定】
エ　地区選択目標【任意設定】

（予算額14,385百万円の内数）
⑷　アイヌ農林漁業対策事業

　北海道におけるアイヌ農林漁家の所得及び生活水準
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の向上を図るために必要な施設等の整備を支援した。
ア　事業内容
　アイヌ農林漁家の経営の改善に必要な農林業生産
基盤及び農林漁業経営近代化施設等の整備を支援。
イ　成果目標
　事業実施計画承認年度から５年度目を目標年度と
した次の数値目標を設定。
ア　受益農林漁家の生産目標
イ　受益農林漁家の所得目標

（予算額343百万円）
⑸　農地情報提供支援事業

　農地の有効利用を促進する観点から、新規参入者等
及び賃貸借の当事者が必要とする農地の貸出希望及び
賃借料水準等の情報を個人情報の保護に留意し、イン
ターネットを通じて全国どこからでもアクセスするこ
とができる体制の整備を支援した。

（予算額20百万円）
⑹　人権問題啓発推進事業

　｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」（平成
12年法律第147号）に基づく「人権教育・啓発に関す
る基本計画」に即して、全国農林漁業関係団体が当該
団体職員等を対象に実施する人権啓発活動を支援した。

（予算額８百万円）
⑺　「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発委託

　｢人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基
づく「人権教育・啓発に関する基本計画」に即して、
都道府県へ委託して地域レベルの農林漁業関係団体の
職員等に対する人権啓発活動を実施した。

（予算額27百万円）

第８節	 新規就農者・青年農業者
の育成・確保

　近年、青年（40歳未満）の新規就農者数は１万４千
人前後で推移しているが、農業従事者全体が減少・高
齢化が進む中で将来にわたり我が国農業の食料供給力
を強化していくためには、農業内外から新規就農者を
育成・確保していくことが重要であることから就農の
各段階に応じたきめ細かな支援を行った。
　また、農業法人等への雇用就農を新規就農の重要な
ルートと位置付けて、重点的に支援を行った。

⑴　農の雇用事業
ア　就農情報の提供、就業相談の実施
　就農希望者と農業法人等のマッチングを図るた
め、全国新規就農相談センター及び都道府県新規就
農相談センターにおける求人情報等の収集・提供、

個別就農相談、法人就業相談会の開催等を実施した。
イ　短期就業体験の実施
　農業知識・経験不足等による就業時のミスマッチ
を防止し、新規雇用者の定着を促進するため、農業
法人等の短期就業体験の実施を支援した。
ウ　農業法人等に対する実践研修支援の実施
　雇用就農による新規就農者の確保を図るため、農
業法人等が、新たに雇用した就農希望者に対して行
う実践研修（OJT研修）への支援を行った。

（予算額2,115百万円）
⑵　農業教育推進支援事業

ア　農村青少年等育成確保事業
ア　農村青少年等育成実践支援事業
ａ　子どもたちの体験学習の推進　　　
　全国各地で取り組まれている小･中学生の農
業体験学習ｸﾞﾙｰﾌﾟ同士の交流や情報交換を促進
するため、全国的な交流会の開催や、各地の農
業体験学習の取組情報の発信等を支援した。　
ｂ　青年農業者の交流への支援
　青年農業者を対象とした全国青年農業者会
議、全国農業青年交換大会、国内農村青少年先
進地農家留学研修等を実施した。また、青年農
業者の育成指導を円滑かつ効果的に推進するた
め、指導農業士全国研究会等を実施した。
ｃ　農業研修生の海外派遣
　青年農業者を欧米の先進農家へ約１年間派遣
し、農業・農村の中核的推進力となる人材に育
成する農業研修生海外派遣等を実施した。

（予算額47百万円）
ｄ　地域連携農業高校実践教育推進事業
　農業高校生の新規就農や、農業大学校等への
進学に向けた動機付けを図るため、地域農業界
と連携しながら農業高校における農業者育成研
修モデルの策定・普及の取組を支援した。

（予算額35百万円）
イ　農業研修教育団体事業
　青年農業者の育成に重要な役割を果たしている
民間の研修教育施設（鯉淵学園農業栄養専門学
校、八ヶ岳中央農業実践大学校、日本農業実践学
園）の研修教育の効果を高めるために必要な教育
施設の整備、指導職員の教育活動等を支援した。

（予算額157百万円）
イ　就農準備研修支援事業
　他産業で働きながら、夜間や土日を活用し、農業
の基礎的知識や技術を習得できる就農準備校の設
置・運営を支援した。
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（予算額66百万円）
⑶ 強い農業づくり交付金のうち新規就農者等の育

成・確保
ア　推進事業
　離職者等を対象とした新たな研修教育コースの設
定に伴うカリキュラムの策定等を支援した。
イ　整備事業
　新たな研修教育コースを実施する際に必要となる
研修作業棟、農産加工棟、離職者等職業訓練用研修
教育施設等を整備した。

（予算額14,385百万円の内数）
⑷ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農

業者大学校
　農業者大学校においては、22年４月に31名が入学し、
21年度に引き続き、将来の地域のリーダーとなる農業
経営者の育成のため、先端的な農業技術及び先進的な
経営管理手法の教授を実施した。23年３月に農研機構
統合後の第２期生となる25名が卒業し、非農家出身者
が卒業生の半数を占める中、９割以上（24名）が就農
した。
　なお、22年４月の行政刷新会議の事業仕分けにおい
て、農業者大学校（教授業務）について「廃止（ただ
し廃止時期は在学者に配慮）」の評価を受けたことか
ら、現行の農業者大学校での教育は在学者が卒業する
23年度末までとし、24年度以降の農業経営者育成教育
のあり方について検討を進めた。

第９節　多様な人材の育成・確保

１　女性の社会・経営参画の促進

⑴ 女性・高齢者等活動支援事業のうち農業・農村男
女共同参画推進事業

　農業就業人口の過半を占め、農業生産や地域社会に
おいて重要な役割を果たしている女性の社会・経営参
画を一層促進するため、女性が参画しやすい環境づく
りに向けた地域レベルでの研修会の開催や国際会議等
での情報発信、優良事例の普及、農業法人等で女性が
働きやすい環境づくりに向けた調査等の活動を支援し
た。
　また、地域資源を活用した加工品づくりや直売所で
の販売などを行う農村女性グループによる起業活動の
取組への直接助成を行った。

（予算額101百万円）

２　高齢者・障害者などへの支援

　高齢社会対策大綱を踏まえた農山漁村における高齢
者対策を推進するための施策を実施した。
　また、障害者基本法（昭和45年法律第84号）に基づ
く「重点施策実施５か年計画」等を踏まえた、農業分
野における障害者就労の推進のための施策を実施した。
⑴ 女性・高齢者等活動支援事業のうち農村高齢者活

動支援事業
　農村地域における営農活動を健康面から支えるた
め、医療関係者による健康維持に関する知識の普及や
相談・指導等の健康管理活動、高齢農業者が要介護者
となった場合の女性グループ等が行う助け合い活動を
充実させるための人材養成研修を実施した。
　また、医療関係者等との連携により地元農産物等を
食材とした食事メニューや加工品の開発等の取組を支
援した。

（予算額53百万円）
⑵ 女性・高齢者等活動支援事業のうち障害者就労支

援事業
　農業分野における障害者就労を推進するため、福祉
関係者等と連携しながら農業法人等における障害者就
労の取組を実証し、その結果を農業関係者、福祉関係
者、特別支援学校、行政機関等に向けて情報発信する
就労推進研修会を開催した。

（予算額29百万円）

３　外国人研修生受入れの適正化

　農業分野における外国人研修・技能実習制度の運営
の適正化を図るため、地域の受入れ体制づくりの支援
や、適正な研修計画策定のための支援、農業の実態を
踏まえた研修生や農家等への助言・情報提供等を実施
するとともに、22年７月から施行された改正出入国管
理法の適用実態等をアンケート及び現地調査で把握し
て課題を検証し、その対応方策について、各県単位で
実施する研修会等で普及啓発を行った。

（予算額79百万円）

第10節　農業協同組合等

１　農業協同組合及び同連合会

⑴　農協系統の現状
　農協は、農業者の相互扶助を基本理念とする協同組
織であり、農業者の営農活動や生活の向上のため、経
済事業、信用事業、共済事業等を展開している。これ
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らの事業を総合的に行う総合農協は、地域の組合員等
に対し、各種サービスを提供している。また、総合農
協等が会員となり都道府県と全国段階に連合会が組織
され、これらの指導組織としての中央会が構成されて
いる。
　農協の組織や各事業については、これまで事業環境
や食料・農業・農村をめぐる情勢の変化を受け、総合
農協の合併、地方組織と全国組織の統合、人員の削減、
JAバンクシステムの確立や信用・共済事業における
他の金融・保険業態と同等の規制措置の導入等の様々
な見直しが進められてきた。これらの取組が一定の成
果をあげる中で、農協は地域一体となった取組の推進
や個々の農業者の経営安定に重要な役割を果たしてき
たが、一部には事業運営の問題が指摘されたり、地域
の農業者の期待に応えられていないケースもみられる
ところである。
　こうした状況を踏まえ、平成22年３月30日に閣議決
定された「食料・農業・農村基本計画」においては農
協について、国民に対する食料の安定供給や国内の農
業生産の増大等の基本計画の基本理念の実現に向けた
責務を果たすことが求められているとの認識の下、行
政としては、農協本来の機能や役割が効率的・効果的
に発揮できるよう、経営の健全化やコンプライアンス
の確保に向けた農協の自主的な取組を促進し、必要な
場合には、法律に基づく指導・監督等を適時適切に行
いつつ、効率的な再編整備につき所要の施策を講じる
旨決定したところである。
　農協系統の現状を概観すると、23年３月31日現在に
おける農業協同組合の数は総合農協745、連合会が213
で22年度中に総合農協が９、連合会が７それぞれ減少
している。22年度における総合農協の合併実績は６件
であり参加農協数は16農協であった。
　21事業年度末現在における総合農協の正組合員の数
は、476万人（団体を除く。）で前事業年度末に比較し
約５万４千人減少し、准組合員の数は472万人（団体
を除く。）で前事業年度末に比較し約14万人増加して
いる。

⑵　農協系統の財務の概況
　21事業年度末現在における総合農協の財務状況は資
金調達額（負債・資本の計）93兆6,366億円で、前年
度比1.4％増加した。これら調達資金の91.4％は信用事
業負債である。
　資金の運用については、全体の92％である86兆
2,198億円が信用事業資産（預金、貸出金、有価証券
等）であり、前年度比1.3％増加している。固定資産
は前年度比0.6％減少し３兆246億円、外部出資は前年

度比11.4％増加し２兆6,678億円である。
純資産については、５兆8,412億円で、前年度比3.2％
増加した。

⑶　農協系統の行う各事業の概況
ア　営農指導事業
　農協は、組合員の農業所得の向上を図るため、作
目別の技術指導、農業経営の指導等を行う営農指導
事業を実施している。
　21事業年度末における１組合平均の営農指導員数
は19.5人である。また、営農指導員のうち耕種、野
菜等の作目別指導に従事するものが多く、農家の経
営指導に従事するものは全体の10.7％となっている。
イ　信用事業
　農協における21度事業年度の貯金残高（譲渡性
貯金を含む。）は84兆2,655億円、貸出金残高は23兆
6,095億円、有価証券（金銭の信託及び買入金銭債
権を含む。）は４兆9,349億円となっている。
ウ　経済事業
　21事業年度における総合農協の販売事業の取扱
高は、４兆2,311億円となっており、そのうち主要
なものは畜産１兆931億円（25.8％）、米9,327億円
（22.0％）、野菜１兆2,298億円（29.0％）、果実4,098
億円（9.6％）である。
　また、購買事業の取扱高は３兆220億円となっ
ており、そのうち主要なものは飼料3,672億円
（12.1％）、肥料3,436億円（11.3 ％）、農薬2,418億円
（8.0％）、農業機械2,419億円（8.0％）、燃料3,835億
円（12.6％）、食料品3,399億円（11.2％）、家庭燃料
1,967億円（6.5％）である。
エ　共済事業
　22年度末の共済事業における長期共済保有契約
高（保障ベース）は、311兆878億円（前年度末320
兆3,310億円）、短期共済契約高（掛金ベース）は、
4,400億円（前年度末4,404億円）となっている。
　一方、共済金支払額は、長期・短期を含めた総額
で、事故共済金9,075億円、満期共済金２兆7,684億
円、合計３兆6,760億円となった。
オ　医療事業
　農協系統組織の医療事業は主として都道県（郡）
厚生農業協同組合連合会が医療施設を開設して行っ
ており、22年度末現在では33都道府県で35連合会が
設置されている。
　同連合会の開設している医療施設数は115病院、
61診療所であり、医療法上の公的医療機関の指定を
受け農協の健康管理活動の補完を行うとともに、農
村地域の医療機関として農家組合員及び地域住民に



第７章　経　　営　　局― 184 ―

対し、医療の提供を行っている。

２　農業協同組合中央会

　農業協同組合中央会は、農業協同組合及び同連合会
の健全な発達を図るため①組合の組織、事業及び経営
の指導、②組合の監査、③組合に関する調査・研究等
を実施している。
　平成22年度の財務規模（一般会計予算）は、全国
農業協同組合中央会にあっては61億5,103万円、都道
府県農業協同組合中央会にあっては567億3,216万円と
なっている。

３　農事組合法人

　農事組合法人は昭和37年の農協法改正により、農業
生産の協業化を図ることを目的とする農民の協同組織
として制度化されたものであり、22年度末においては
7,933法人（前年度同期7,841法人）となっている。
　このうち、農業に係る共同利用施設の設置又は農作
業の共同化に関する事業を行ういわゆる１号法人の
数は1,636、農業の経営を行ういわゆる２号法人の数
は1,059、１号及び２号の事業を併せ行う法人の数は
5,238となっている。
　また、作目別にみると単一作目が5,960法人で圧倒
的に多く、複合作目は1,973法人である。単一作目で
は、畜産（酪農、肉用牛、養豚、養鶏等）1,643法人、
普通作（稲等）1,753法人、野菜759法人、果樹463法
人等が多い。

４　農林漁業団体職員共済組合

　農林漁業団体職員共済組合（農林年金）は、農協、
漁協等の農林漁業団体に勤務する役職員を対象とし
て、職域における年金給付事業等を行うため、昭和34
年１月に設立された我が国の公的年金制度の一つであ
るが、公的年金制度の一元化の一環として、平成14年
４月に厚生年金と統合した。この統合により、農林年
金は職域年金相当部分のみを特例年金として支給する
ために、経過的に存続することとなっている。特例年
金部分については21年11月に政令改正し、平成22年４
月から年金としての受給のほか一時金として受給する
ことが選択できるようになった。（22年度末年金受給
権者数：404,635人）

第11節　農林漁業金融

１　組合金融の動き

　平成22年度に行われた第177回国会（常会）におい
て、中小企業者等及び住宅資金借入者に対する金融の
円滑化を図ることにより、中小企業者等の事業活動の
円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資
金借入者の生活の安定を図ることを目的とする「中小
企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律」の期限を平成24年３月31日まで１年間
延長する法律が成立した（平成23年３月31日公布・施
行）。これにより、農協系統を含めた金融機関におい
て引き続き貸付条件の変更等の措置をはじめとする金
融の円滑化を求めるとともに、事務負担の軽減の観点
から金融機関に義務づけている開示・報告資料につい
て簡素化を図った。
　また、平成23年３月11日に発生した、東日本大震災
に際しては、農協系統金融機関に対し、金融の円滑化
に係る要請を行うとともに、被災地にある農協等にお
いて、農協法等に基づく報告や届出等について、提出
することに相当の事務負担が生じることが想定される
ことから、提出期限の弾力化等を図った。
　以上のような情勢の下、平成22年度の系統信用事業
は、次のような動向となった。

⑴　農協の動き
ア　貯金
　22年度末の貯金残高は85兆8,181億円となり、前
年度末に比べ１兆3,409億円、1.6％増加した。
イ　借入金
　22年度末の借入金残高は2,046億円（このほか日
本政策金融公庫（農林水産事業）から転貸用借入金
2,243億円）となり、前年度末残高（2,162億円）よ
り116億円、5.4％減少した。
ウ　貸出金
　22年度末の貸出金残高は22兆4,095億円（このほ
か日本政策金融公庫（農林水産事業）受託貸付金残
高2,406億円、金融機関貸出11,314億円）となり、前
年度末に比べ3,549億円、1.6％減少したため、貯貸
率は26.9％から26.1％へと減少した。
　また、貸出金残高の短期、長期別の年度間増減
をみると、短期貸出が前年度末に比べ1,901億円、
11.8％減少、長期貸出が4,481億円、1.9％減少となっ
た。
　なお、長期貸出比率は94.0％で、前年度末に比べ
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0.7ポイント増加した。
エ　余裕金
　農協の余裕金（現金を除く。）は、主として信農
連への預け金および有価証券等で運用されており、
その22年度末残高は63兆2,638億円で、前年度末残
高（61兆6,253億円）より16,385億円、2.6％増加した。
　その運用内訳をみると、預け金が58兆2,035億円
で前年度末に比べ16,062億円、2.8％増加し、余裕金

の92.0％を占めた。このうち系統への預け金が57兆
9,383億円で、余裕金全体の91.6％を占めており、前
年度末（91.5％）より0.1ポイント増加した。
　また、22年度末における有価証券保有残高は5兆
521億円と前年度末に比べ388億円（0.8％）増加し
たが、余裕金全体に占める割合は8.1％から8.0％へ
と減少した。（表４）

（単位：億円、％）

借入金 貸出金(B)

日本公庫 日本公庫

貯金(A) 転貸資金 資金、金 預け金 うち系統 有価証券 貯貸率

を除く 融機関貸 預 け 金 (B)/(A)

出を除く

21年3月末 833,096 2,199 224,571 561,662 559,135 48,112 27.0

22年3月末 844,772 2,162 227,644 565,973 563,688 50,133 26.9

23年3月末 858,181 2,046 224,095 582,035 579,383 50,521 26.1

表４　農協信用事業主要勘定

⑵　信農連の動き
ア　貯金
　22年度末の貯金残高は53兆3,331億円となり、前
年度末に比べ１兆4,184億円、2.7％増加した。
イ　借入金
　22年度末の借入金残高は8,191億円となり、前年
度末残高（7,150億円）より1,041億円増加した。
ウ　貸出金
　22年度末の貸出金残高は5兆3,591億円（金融機関
貸出を除く）となり、前年度に比べ2,325億円、4.2％
減少した。
　この結果、年度末残高の貯貸率は、10.8％から
10.0％へと減少した。
エ　余裕金

　信農連の余裕金（現金を除く。）は、主として農
林中金への預け金及び有価証券等で運用されてお
り、その22年度末残高は48兆5,732億円で、前年度
末残高（46兆6,755億円）より１兆8,977億円、4.1％
増加した。
　その運用内訳をみると、預け金30兆4,059億円で
余裕金の62.6％を占め、前年度に比べ１兆4,721億
円、5.1％増であった。このうち系統への預け金は
30兆2,970億円で余裕金全体の62.4％を占めており、
前年度（61.8％）より0.6％増加した。また、22年度
末における有価証券保有残高は17兆6,825億円と前
年度に比べ4,413億円（2.6％）増となり、余裕金全
体に占める割合は36.9％から36.4％へと減少した。
（表５）

表５　信農連主要勘定

（単位：億円、％）

貸出金(B)
貯金(A) 借入金 金融機関貸 金融機関 預け金 うち系統 有価証券 貯貸率

出を除く 貸出 預 け 金 (B)/(A)

21年3月末 513,178 5,188 56,420 15,578 278,773 277,431 163,780 11.0

22年3月末 519,147 7,150 55,916 15,315 289,338 288,325 172,412 10.8

23年3月末 533,331 8,191 53,591 15,703 304,059 302,970 176,825 10.0
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⑶　農林中央金庫の動き
ア　預金
　22年度末の預金残高は40兆9,570億円となり、
前年度末（39兆1,087億 円）より１兆8,483億 円
（4.7％）増加した。この預金を預かり先別に見る
と、会員の残高が35兆695億円（前年度33兆3,730億
円）で、１兆6,965億円（5.1％）の増加となった。
　また、会員以外の残高は５兆8,875億円（前年度
５兆7,357億円）で、1,518億円（2.6％）の増加と
なった。なお、預金残高総額に占める会員団体の業
態別の割合は、農協系統が82.5％と大部分を占めて
おり、水産系統3.0％、森林系統0.01％となった。
イ　農林債券
　22年度末の農林債券の発行残高は５兆4,216億円
となり、前年度末（５兆6,117億円）より1,900億円
（3.4％）減少した。
ウ　貸出金
ア　会員貸出
　22年度末の会員貸出残高は2,027億円、前年度
末（2,686億円）より659億円（24.5％）減少し
た。これを団体別に見ると、農協系統は1,646億

円（前年度2,271億円）で625億円（27.5％）の減
少、水産系統が222億円（前年度249億円）で27億
円（10.8％）の減少、森林系統が151億円（前年
度157億円）で６億円（3.8％）の減少となった。
イ　会員以外の貸出
　22年度末の会員以外の貸出残高は13兆7,996億
円となり、前年度末（12兆7,694億円）より１兆
302億円（8.1％）増加した。このうち、関連産業
法人貸出残高は３兆2,400億円（前年度３兆2,755
億円）で、355億円（1.1％）の減少となった。他
方、関連産業法人貸出以外の貸出は、農林水産業
者、公共法人等貸出、金融機関貸出等があるが、
これらの残高は10兆2,536億円（前年度９兆1,488
億円）で、１兆1,048億円（12.1％）の増加となっ
た。

エ　貸出金以外の資金運用については、有価証券や預
け金等により運用されているが、このうち22年度末
の有価証券保有残高は43兆700億円（前年度44兆137
億円）で、9,436億円（2.1％）の減少となった。（表
６）

（単位：億円）

預金 発行債券 会 員 会員以外の 有価証券

貸 出 貸 出

21年3月末 375,015 52,550 2,835 106,643 395,588

22年3月末 391,087 56,117 2,686 127,694 440,137

23年3月末 409,570 54,216 2,027 137,996 430,700

資料：農林中央金庫ディスクロージャー誌単体の数値であり、単位未満は切り捨て。

表６　農林中央金庫主要勘定

⑷　農水産業協同組合貯金保険機構
　農水産業協同組合貯金保険（貯金保険）機構は、貯
金保険制度の運営主体として貯金保険法に基づき、昭
和48年９月に設立された認可法人である。
貯金保険制度は、信用事業を行っている組合（農協、
漁協等）に万一経営破綻が生じた場合、その貯金者に
対し、機構が保険金の支払い及び貯金等債権の買取
り、資金援助等の措置により、貯金者の保護と信用秩
序の維持に資することを目的としている。
　貯金保険機構が、保険金の支払い等に必要な資金と
して積み立てている責任準備金は、平成22事業年度末
において3,017億31百万円となっている。なお、平成
17年４月以降のペイオフ全面解禁後は、組合の経営破
綻は生じていない。

２　株式会社日本政策金融公庫

⑴　貸付計画及び資金計画
　平成22年度における貸付計画額は、資金需要の実勢
を勘案の上21年度の3,100億円と同額の3,100億円とし
た。資金の区分別の内訳は表７のとおりである。
　22年度の資金交付計画の総額は、21年度の2,700億
円と同額の2,700億円とした。この原資として、財政
投融資特別会計からの出資金20億円、借入金1,700億
円（財政融資資金）、農林漁業信用基金からの寄託金
17億円及び自己資金等963億円（うち財投機関債250億
円）を充当することとした。また、日本政策金融公庫
農林水産業者向け業務の貸付けにより生じる政策コス
トについて、一般会計から補給金222億183万円（21年
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度当初349億5,433万円）の繰入れを予定した。
　なお、22年度末時点の日本政策金融公庫農林水産業
者向け業務に対する政府出資金は3,254億円となって
いる。

表７　日本政策金融公庫貸付計画

⑵　制度改正
　22年度における融資制度の主な改正点は、次のとお
りである。
＜22年度＞
ア　農業改良資金において、貸付主体を都道府県から
株式会社日本政策金融公庫へ移管した。
イ　経営体育成強化資金において、償還負担軽減資金
の貸付適用期限を延長した。
ウ　振興山村・過疎地域経営改善資金において、山村
振興法又は過疎地域自立促進特別法の適用期限まで
貸付適用期限を延長した。
エ　林業基盤整備資金において、造林・間伐に必要な
資金を借り受けたために生じた負債の円滑な支払に
必要な資金を貸付対象に追加した。

⑶　貸付状況
　22年度の貸付額は表８のとおり2,443億円で、貸付
計画額3,100億円を下回った。
ア　経営構造改善関係資金
　22年度の経営構造改善関係資金の主な貸付額をみ
ると、農業経営基盤強化資金は1,084億円、経営体
育成強化資金は26億円、漁業経営改善支援資金は63
億円、中山間地域活性化資金は87億円となった。こ
れらの結果、全体としては、1,338億円となった。
イ　基盤整備関係資金
　22年度の基盤整備関係資金の貸付額をみると、農
業基盤整備資金は74億円、担い手育成農地集積資金
は65億円、林業基盤整備資金は106億円、森林整備
活性化資金は４億円、漁業基盤整備資金は13億円と
なった。これらの結果、全体としては、263億円と
なった。
ウ　一般施設関係資金
　22年度の一般施設関係資金の主な貸付額をみる

と、農林漁業施設資金は354億円、特定農産加工資
金は192億円、食品流通改善資金は120億円となっ
た。これらの結果、全体としては、733億円となった。
エ　経営維持安定関係資金
　22年度の経営維持安定関係資金の貸付額をみる
と、農林漁業セーフティネット資金が109億円と
なった。
オ　災害関係資金
　22年度の災害関係資金の貸付額は、全体として
４百万円となった。

表８　日本政策金融公庫資金貸付額

（単位：百万円）

区 分 22年度 21年度 比較増△減

経営構造改善 171,580 146,780 ＋24,800

基 盤 整 備 45,536 48,223 △2,687

一 般 施 設 56,384 78,697 △22,313

経営維持安定 31,500 31,300 ＋200

災 害 5,000 5,000 0

合 計 310,000 310,000 0 （単位：百万円）

区 分 22年度 21年度

経 営 構 造 改 善 133,834 148,066

農業経営基盤強化 108,438 129,358

経営体育成強化 2,642 2,728

農業改良 7,688 -

林業構造改善事業推進 - 38

林業経営育成 6 524

漁業経営改善支援 6,338 7,554

中山間地域活性化 8,720 7,492

振 興 山 村 ・ 過 疎 地 域 経 営 改 善 - 371

基 盤 整 備 26,258 23,534

農業基盤整備 7,373 8,865

担い手育成農地集積 6,541 7,878

林業基盤整備 10,646 4,787

森林整備活性化 449 568

漁業基盤整備 1,250 1,436

一 般 施 設 73,326 55,600

農林漁業施設 35,395 20,902

畜産経営環境調和推進 147 400

特定農産加工 19,204 8,940

食 品 産 業 品 質 管 理 高 度 化 促 進 450 100

漁 船 1,253 194

水 産 加 工 4,126 4,341

食品流通改善 12,010 18,537

食品安定供給施設整備 620 2,100

塩業、新規用途、乳業 121 87

経 営 維 持 安 定 10,907 28,390

林業経営安定 - -

漁業経営安定 - -

農林漁業セーフティネット 10,907 28,390

災 害 4 64

計 244,329 255,563

（注）単位未満四捨五入につき合計と内訳が突合しな

いことがある。
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３　農業改良資金

　本制度は、農業経営の改善を目的として、その自主
性や創意を生かしつつ、都道府県知事から貸付資格の
認定を受けた農業改良措置（新たな農業経営部門へ
の進出、新たな生産方式の導入等）に取り組む際に必
要な資金の無利子貸付けを行うものである。平成22年
度においては、「農業経営に関する金融上の措置の改
善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法
律」により、農業者等にとって使いやすいものとなる
よう、貸付主体を都道府県から株式会社日本政策金融
公庫等に変更（平成22年10月１日から）するととも
に、貸付原資について特別会計から無利子で供給する
方式を、一般会計からの利子補給方式に変更した。さ
らに「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業
の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法
律」において、償還期間の延長や貸付対象者の拡大等
の特例措置が講じられるとともに、前年度に引き続
き、ホームページを活用した制度や貸付事例等の情報
提供のほか、関係機関の説明会等を通じ、農業者や関
係機関への一層の利用促進を図った。

⑴　融資状況
　平成22年度の実績は590件、80億円で、そのうち、
10月１日から貸付主体となった株式会社日本政策金融
公庫等の実績は542件、77億円となった。

⑵　農業改良資金の予算及び決算
　平成22年度における農業改良資金利子補給金の当初
予算額は7,840万円に対し、決算額は1,222万円となっ
た。

４　農業近代化資金

　農業近代化資金制度は、昭和36年に創設されて以
来、農業者等の農業経営の近代化に資することを目的
に、都道府県の行う利子補給等の措置に対して助成す
ること等により長期かつ低利な施設資金等の円滑な供
給に努めてきたところであるが、三位一体の改革に
より、17年度以降は、都道府県に対する国の助成を廃
止・税源移譲し、都道府県の責任において、かつ自主
的な判断の下で事業を実施している。
　22年度においては、22年度中に新たな資金を借り入
れる認定農業者に対して、公募により選定された団体
からの利子助成により金利負担軽減措置を実施してい
る。

⑴　融資状況
　22年度の融資実績は355億円（21年度469億円）で、
承認件数は4,557件となった。（表９）

表９　農業近代化資金利子補給承認状況

⑵　融資残高
　22年12月末の融資残高は2,145億円（うち国枠中金
融資分26億円）となった。

⑶　農業近代化資金の予算及び決算
　22年度における農業近代化資金利子補給金の当初
予算額は1,147万７千円であり、補正後の予算額475
万１千円に対し決算額は465万３千円となった。（表
10）

表10　農業近代化資金の予算額及び決算額

５　農業経営改善促進資金

　農業経営改善促進資金制度は、経営感覚に優れた効
率的・安定的な経営体の育成に資するため、農業経営
基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた
農業者に対して、計画に即して規模拡大その他の経営
展開を図るために必要な短期運転資金を、農協系統金
融機関等を通じて極度貸付方式等で供給することを目
的として、６年度に創設された。
　本資金制度の仕組みは、（独）農林漁業信用基金に
造成される国の出資金等による全国低利預託基金並び
に都道府県農業信用基金協会に造成される都道府県低
利預託基金をベースとして、基金協会が農協等の融資
機関に低利預託を行い、融資機関が四倍協調で短期運
転資金を融通する仕組みである。

融資状況
　22年度末の融資状況は、融資枠2,000億円に対して
極度契約額は192億円（21年度178億円）で、その融資
残高は121億円（21年度114億円）となった。

（単位：件､百万円）

22年度 21年度

件数 金額 件数 金額

個 人 施 設 4,388 30,380 5,011 39,394

うち認定農業者向け 4,001 25,181 4,212 27,191

うちその他担い手向け 387 5,199 799 12,203

共同利用施設 169 5,130 218 7,561

合 計 4,557 35,510 5,229 46,955

(注) 単位未満四捨五入のため合計と一致しない場合がある。

（単位：千円）

22年度 21年度

予算額 決算額 予算額 決算額

農業近代化資金 (11,477) (8,349)

利子補給金 4,751 4,653 4,651 4,081

（注） （ ）内は当初予算である。
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６　農業信用保証保険

　農業信用保証保険制度は、農業近代化資金その他農
業経営に必要な資金の融通を円滑にするため、農業協
同組合その他の融資を行う機関の農業者等に対する貸
付けについてその債務を保証することを主たる業務と
する農業信用基金協会の制度及びその保証等につき
（独）農林漁業信用基金が行う農業信用保険の制度を
確立し、もって農業の生産性の向上を図り、農業経営
の改善に資することを目的とする制度である。
　22年度においては、銀行等民間金融機関からの農業
者等に対する資金の円滑な融通が行われるよう、金融
機関の農業者等向け融資に係る保険を（独）農林漁業
信用基金が直接引き受ける融資保険の対象金融機関に
銀行、信用金庫及び信用協同組合を追加するため、農
業信用保証保険法の一部改正を行った。

⑴　農業信用基金協会の業務概況
　22年度末の債務保証残高は６兆8,384億円（農業近
代化資金1,662億円、農業改良資金50億円、就農支援
資金163億円、一般資金等６兆6,509億円）で、前年度
末の６兆8,797億円に対し413億円の減少となった。
　また、22年度中に基金協会が代位弁済を行った金額
は154億円で、前年度の174億円に比べ20億円減少した。
　この結果、22年度末の求償権残高は1,027億円となっ
た。

⑵　（独）農林漁業信用基金の業務概況（農業関係）
　22年度末の保険価額残高は、保証保険３兆4,982億
円、融資保険106億円で、前年度末の保証保険３兆
5,966億円、融資保険84億円に対し、984億円の減少及
び22億円の増加となった。各基金協会に貸し付けた融
資資金の残高は、長期資金491億円で、前年度末と同
額となった。
　また、22年度において基金協会等に支払った保険金
の額は60億円で、前年度の61億円に対し１億円減少し
た。
　この結果、22年度末の支払保険金残高は980億円で、
前年度の949億円に対し31億円の増加となった。

（参考）全国農協保証センターの業務概況
　22年度末の再保証引受額及び保証引受額は4,610億
円（前年度6,174億円）、再保証残高及び保証残高は
４兆408億円（前年度３兆9,599億円）となった。

⑶　農業信用保証保険関係の予算と決算
　22年度においては、（独）農林漁業信用基金の財務
基盤を強化するための予算として８億5,945万５千円
（決算額８億5,945万５千円）を交付した。また、運転
資金について無担保・無保証人の特別保証枠を設定
し、農業信用基金協会が行う債務保証の引受基盤を
強化するための資金として3,588万１千円を交付した
（表11）。

（単位：千円）

22年度 21年度

区 分

予算額 決算額 予算額 決算額

農業経営金融支援対策費補助金

農業経営維持支援緊急 (－)

保証事業 － － 1,168,679 1,168,679

農業経営資金繰り円滑 (230,000)

化特別保証事業 230,000 35,881 － －

農業信用保険事業交付金 (859,455) (770,455)

859,455 859,455 770,455 770,455

（注）（ ）内は当初予算である。

表11　農業信用保証保険関係の予算額及び決算額

第12節　農業災害補償制度

１　概　　　要

　農業災害補償制度は、家畜保険法（昭和４年法律第
19号）と農業保険法（昭和13年法律第68号）を統合整

備し、昭和22年12月15日法律第185号をもって制定さ
れた農業災害補償法に基づくもので、農業者が不慮の
事故によって受けることのある損失を補填し農業経営
の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的
としている。
　共済事業の種類は、国が再保険を行うものとして、
農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園
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芸施設共済があり、国が再保険を行わないものとして
任意共済がある。
　共済事業の種類及び共済目的（対象となる作物等）
は、表12のとおりである。
　事業の実施体制は、農業共済組合又は共済事業を
行う市町村（以下「組合等」という。）が元受けを行
い、組合等の負う共済責任の一部を都道府県の区域ご
とに設立されている農業共済組合連合会（以下「連合
会」という。）の保険に付し、更に、その保険責任の
一部を国の再保険に付すという３段階制によって構成
されている。（地域の意向を踏まえ、都道府県の区域
の組合と国との２段階制による事業実施も可能。）
　また、連合会及び組合等（以下「農業共済団体等」
という。）の保険事業及び共済事業の健全な運営を図
るため、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補
償関係業務（国の出資38億円、連合会等の出資18億
円）により、農業共済団体等に対し、共済金及び保険
金の支払財源が不足する場合に融資を行っている。

表12　共済事業の種類及び共済目的
共済事業の種類  　　　　共済目的
　　　　　　　　　　 （対象となる作物等）
農作物共済事業  水稲、陸稲、麦
家畜共済事業  牛、馬、豚
果樹共済事業  うんしゅうみかん、なつみかん、い

よかん、指定かんきつ、りんご、ぶ
どう、なし、もも、おうとう、び
わ、かき、くり、うめ、すもも、キ
ウイフルーツ、パインアップル

畑作物共済事業  ばれいしょ、大豆、小豆、いんげ
ん、てん菜、さとうきび、茶、そ
ば、スイートコーン、たまねぎ、か
ぼちゃ、ホップ、蚕繭

園芸施設共済事業  特定園芸施設、附帯施設、施設内農
作物

任意共済事業  建物、農機具その他上記以外の農作
物等

（注）　１　農作物共済事業及び家畜共済事業は、原則とし
てその実施が義務付けられている。他の事業は、
地域の実態に応じて実施する。

　　　２　果樹共済事業には、果実の損害を対象とする収
穫共済と樹体の損害を対象とする樹体共済とがあ
る。

　　　３　指定かんきつとは、はっさく、ぽんかん、ネー
ブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうか
ん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩
柑、ゆず及びはるみを総称したものである。

　　　４　特定園芸施設とは、施設園芸用施設のうちその
内部で農作物を栽培するためのプラスチックハ

ウス及びガラス室並びに施設園芸用施設のうち
気象上の原因により農作物の生育が阻害されるこ
とを防止するためのプラスチックハウス及びプ
ラスチックハウスに類する構造の施設（雨よけ施
設等）をいう。また、附帯施設及び施設内農作物
は、特定園芸施設と併せて加入することができる。

　　　５　任意共済事業は、農業共済組合及び農業共済組
合連合会が自主的に行う事業であり、国の再保
険、共済掛金国庫負担等の助成措置は行われてい
ない。また、任意共済事業として現実に共済目的
になっているものは、建物と農機具のみである。

２　制度の運営

⑴ 平成22年度における被害の発生状況及び被害に
対して講じた処置

　平成22年度は、春先の低温・日照不足と初夏からの
異常な高温という対極的な気象状況が原因となって、
広範な作物で大きな被害が発生したほか、12月下旬か
ら２月にかけては、北海道・東北及び山陰地方におけ
る断続的な大雪、１月には、宮崎県、鹿児島県におけ
る霧島山（新燃岳）の噴火の影響による農作物等の被
害が発生した。
　また、３月には、東日本大震災が発生し、東北地方
を中心とした広い範囲において津波等による農作物等
の被害が発生した。
　被害の発生に対し、以下のとおり通知等を発出し、
損害防止対策や事後対策の実施について組合員等への
周知を図るとともに、確実な被害申告や的確な損害評
価の実施、また、共済金の早期支払体制の確立等につ
いて農業共済団体等に指導した。
ア　４月中旬の北海道、東北、北陸地域における低温
による農作物への被害が懸念されたことから「凍霜
害に係る迅速かつ適正な損害評価の実施、共済金の
早期支払等について」（保険監理官通知（平成22年
４月９日付け22経営第109号））を発出した。
イ　年末年始にかけて西日本の日本海側で記録的な大
雪になるなど、大雪等により各地で被害が生じてい
る状況を踏まえて設置された「今冬期の大雪等への
対策に関する関係省庁連絡会議」において、国民の
安全・安心への要請に応えるため、政府として一丸
となって総合的かつ積極的な対策を推進することが
申し合わされたことを受け、「大雪等による被害に
係る迅速かつ適正な損害評価の実施及び共済金の早
期支払等について」（保険監理官通知（平成23年１
月24日付け22経営第5678号））を発出した。
ウ　宮崎県、鹿児島県県境にある霧島山（新燃岳）が
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噴火した影響により農作物等の被害が発生したこと
を踏まえ、「宮崎県、鹿児島県における霧島山（新
燃岳）の噴火による被害に係る迅速かつ適切な損
害評価の実施、共済金の早期支払等について」（保
険監理官通知（平成23年１月28日付け22経営第5863
号））を発出した。
エ　３月に発生した東日本大震災への農業共済の対応
として、「東北地方太平洋沖地震等の被害に伴う農
業共済の対応について」（保険課長・保険監理官通
知（平成23年３月31日付け22経営第7389号））を発
出した。

⑵　農林漁業保険審査会
　農林漁業保険審査会（会長　山下友信）は、農業災
害補償法第144条の規定に基づき設置されており、農
業災害補償法、森林国営保険法（昭和12年法律第25
号）、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）及び
漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）により、当
該審査会の権限に属させた事項を処理する。
　農林漁業保険審査会には、農業共済再保険部会、森
林保険部会、漁船再保険部会及び漁業共済保険部会の
４部会が置かれており、審査事項は、それぞれの保険
等について、政府を相手として提起する訴えに関する
審査である。

⑶　家畜共済の料率の一般改定
　料率改定期に当たる家畜共済の共済掛金標準率の算
定方式について、農林水産大臣が食料・農業・農村政
策審議会（農業共済部会）に諮問したところ、諮問し
た算定方式を適当と認める旨の答申がなされた。
　これを受け、平成23年３月１日付け農林水産省告示
第488号をもって共済掛金標準率等が告示され、平成
23年４月１日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済
の共済関係に適用することとされた。

３ 農業共済団体等の組織の現状及び運営指
導等

⑴　農業共済団体等の組織の現状
　農業共済団体等の組織の現状は、平成22年４月１日
現在で組合等数258、うち組合204、共済事業を行う市
町村54となっている。農業共済事業の効率的・安定的
運営を図るとともに、事業運営基盤の充実強化を目的
として、昭和45年度から組合等の広域合併を推進する
事業が実施されており、その結果、事業区域の広域化
が進展し、市町村の区域より広い組合等数は226（う
ち郡の区域を超える組合等数は172）となっている｡

⑵　運営指導
　平成22年４月15日に都道府県主管課長及び農業共済

担当者を集め、22年度における農業共済事業の運営方
針について説明し、組合等に対する指導を指示した。
また、同日、連合会等参事を集め、農業共済事業の適
正・円滑な実施について指示した。
　そのほか、事業別や地区別に都道府県及び連合会の
担当者を集めた会議、組合等に対する検査の的確な実
施を図るために検査を担当する都道府県職員を対象と
した検査担当職員中央研修等、種々の会議・講習会を
実施した。

⑶　団体等への助成
　農業災害補償法に基づき行う共済事業及び保険事業
に関する基幹的な事務を行うのに要する人件費、庁費
などの経費を農業共済事業事務費負担金として負担し
ており、農作物共済、畑作物共済、果樹共済及び園芸
施設共済の損害評価を実測調査等により実施するため
の経費を農業共済事業特別事務費補助金として、現行
の損害評価員による把握の方法に代え、衛星画像を活
用した新たな損害評価方法を確立するための経費を農
業共済事業運営基盤強化対策費補助金として農業共済
団体等に補助している。平成22年度における交付実績
は、全都道府県42連合会204組合で、農業共済事業事
務費負担金418億8,515万円、農業共済事業特別事務費
補助金１億169万円、農業共済事業運営基盤強化対策
費補助金２億5,035万円となっている。

４　事業の実績（任意共済事業を除く）

⑴　農業共済への加入状況
　平成22年産（度）の各事業を通じての延加入数は
2,222千戸であり、総共済金額は２兆5,502億円となっ
ている。
　また、引受率は、水稲にあっては92.9%、麦にあっ
ては95.6%、乳用牛等にあっては91.2%、肉用牛等に
あっては68.8%、肉豚にあっては20.3%、果樹にあって
は25.5%、大豆等の畑作物にあっては64.5%、園芸施設
等にあっては48.2%となっている。

⑵　共済掛金の国庫負担等
　共済掛金は合計で1,132億円であり、このうち国庫
負担は564億円、農家負担は567億円、平均国庫負担割
合は50％となっている。共済掛金国庫負担割合は、農
作物共済における麦については２段階の超過累進制
（基準共済掛金率3％を境に50％と55％）をとってお
り、その他は定率で、畑作物は55％（蚕繭は50％）、
豚40％、その他の作目（水稲、果樹等）については
50％と定められている。

⑶　共済金の支払状況
　平成22年産（度）において、災害のため農家に支
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払った共済金は合計で1,147億円（平成23年９月末現
在）であった。

⑷　農業共済再保険特別会計
　この会計は、平成19年度から特別会計に関する法律
（平成19年法律第23号）に基づき、国の行う農業共済
再保険事業を経理するためのものであり、再保険金支
払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施
設勘定及び業務勘定の６つの勘定に区分されている。
　平成22年度の各勘定における収支の概要は、次のと
おりである。（計数は単位未満切捨てによる。）
ア　再保険金支払基金勘定
　当勘定の収入は、前年度繰越資金受入257億8,404
万円、預託金利子収入1,917万円の合計258億322万
円、支出124億3,569万円（農業勘定へ繰入122億
9,772万円、果樹勘定へ繰入１億3,796万円）、差引
133億6,752万円の剰余となる。この剰余金は、翌年
度の歳入に繰り入れることとして決算を結了した。
イ　農業勘定
　当勘定の収支は、収入313億6,271万円、支出307
億5,115万円、差引６億1,155万円の剰余となるが、
未経過再保険料に相当する額１億1,635万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
４億9,520万円の剰余となる。この剰余金は、再保
険金支払基金勘定へ繰り入れることとして決算を結
了した。
ウ　家畜勘定
　当勘定の収支は、収入413億3,109万円、支出312
億3,615万円、差引100億9,494万円の剰余となるが、
未経過再保険料等に相当する額102億9,675万円は翌
年度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
２億181万円の不足となる。この不足金は、積立金
から補足することとして決算を結了した。
エ　果樹勘定
　当勘定の収支は、収入48億9,334万円、支出32億
6,713万円、差引16億2,621万円の剰余となるが、
未経過再保険料に相当する額17億1,277万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
8,655万円の不足となる。この不足金は、補足すべ
き積立金がないので、このまま決算を結了した。
オ　園芸施設勘定
　当勘定の収支は、収入39億5,438万円、支出26億
5,511万円、差引12億9,926万円の剰余となるが、未
経過再保険料等に相当する額12億7,551万円は翌年
度に繰り越すこととなるので、これを控除すると
2,375万円の剰余となる。この剰余金は、積立金と
して積み立てることとして決算を結了した。

カ　業務勘定
　当勘定の収入は、一般会計より受入９億6,827万
円、雑収入等６万円の合計９億6,834万円、支出は
業務取扱費９億6,833万円であり、差引6,619円の剰
余となる。この剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れ
ることとして決算を結了した。

⑸ 独立行政法人農林漁業信用基金（農業災害補償関
係業務）の事業実績

　平成22年度における独立行政法人農林漁業信用基金
（農業災害補償関係業務）の事業実績は次のとおりで
ある。
ア　自己資金
　当期自己資金は、資本金56億円、積立金等20億
9,204万円の計76億9,204万円であった。
イ　貸付
　貸付金総額は、前年度より繰り越された24億
1,745万円と、当期中に貸し付けた92億1,439万円の
計116億3,184万円であり、貸し付けた農業共済団体
等数は実数９、貸付件数は17件であった。
ウ　回収
　回収金総額は103億5,324万円であった。この結
果、当期末における貸付金残高は12億7,860万円と
なった。
エ　当期損益
　当期における収入総額２億3,903万円に対し、支
出総額は１億2,323万円で差引１億1,580万円の損失
であった。
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第１節	 農山漁村及び中山間地域
等の振興

１　農山漁村の振興

　農村は、農業者を含めた地域住民の生活の場であ
り、そのような場で農業が営まれていることにより、
農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしているこ
とから、農業が食料その他の農産物の供給の機能及び
それ以外の多面的機能を適切かつ十分に発揮できるよ
う、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他
の福祉の向上により、農村の振興が図られなければな
らない。
　一方、農村の現状は、農家人口の減少と混住化が進
んでおり、さらに、地域産業の経営の厳しさ、過疎
化・高齢化の進展等によりその活力が低下している。
　このため、農村における土地の農業上の利用と他の
利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総
合的な振興に関する施策を計画的に推進し、地域の農
業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで
住みよいアメニティに満ちた農村とするため、農業生
産基盤の整備と交通、衛生、教育、文化等の生活環境
の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進し、必要
な施策を実施した。
　特に農山漁村の活性化については、①地域の活性化
の推進役となる人材への直接支援、②「子ども農山漁
村交流プロジェクト」等、都市と農山漁村の共生・対
流による地域経済の活性化、③農業と商工業との連携
等、各省連携による取組に対する支援を実施した。
　また、都市と農山漁村の共生・対流推進会議との共
催により、都市と農山漁村のオーライ（往来）の活性
化事例を表彰する「オーライ！ニッポン大賞」を実施
し、全国で15件を優れた事例として表彰することによ
り、農山漁村の活性化の意義や効果を広く国民に周知
した。
　さらに、雇用情勢が厳しい中、厚生労働省の「重点
分野雇用創造事業」が拡充されたこと等を受け、農林
水産分野での雇用機会の確保と農村地域の活性化を図
るため、同事業等の基金事業や基金訓練の更なる活用

が成されるよう、都道府県に対し、これまでの活用事
例や関係機関・団体等との連携強化について周知した。

２　中山間地域等の振興

　中山間地域は、農家数、耕地面積、農業産出額とも
全国の約４割を占め、我が国農業の重要な部分を担う
とともに、国土・環境の保全、保健休養の場の提供等
多面的機能の発揮の面からも大きな役割を果たしてい
る。
　しかしながら、中山間地域は、傾斜地が多く、まと
まった農地が少ないなどの制約があり、規模拡大が困
難な上、定住条件の整備が立ち遅れており、農業者の
高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加などの厳し
い実情にある。
　このような中山間地域の活性化を図るため、地域の
基幹産業である農業の振興を図るとともに、多様な就
業機会の確保、更には都市地域に比べて立ち遅れてい
る生活環境の整備を図っているところである。
　具体的には、農業生産活動を維持するための中山間
地域等直接支払制度など、各種の事業を実施すること
により、中山間地域の活性化に努めている。

⑴　中山間地域等直接支払制度
　中山間地域等は、河川の上流域に位置し、農業生産
活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観
形成等の多面的機能を発揮している。しかしながら、
前述のように、中山間地域等は、人口減少や高齢化が
進行する中、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件
が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放
棄地の増加等による多面的機能の低下が特に懸念され
ている。
　このため、農業生産活動等の維持を通じて、中山間
地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を
確保する観点から、平成12年度より中山間地域等直接
支払制度を実施している。
　第１期対策（平成12年度～平成16年度）、第２期対
策（平成17年度～平成21年度）を経て、平成22年度か
らは、高齢化にも配慮したより取り組みやすい仕組み
に見直し、新たに第３期対策（平成22年度～平成26年
度）として開始したところである。

第８章　農 村 振 興 局
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ア　対象地域及び対象農用地
　特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興
法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振
興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法
の指定地域及び都道府県知事が指定する地域内の農
用地区域内に存する、ア～オの要件に該当する１
ha以上の一団の農用地
ア　急傾斜農用地
イ　自然条件により小区画・不整形な田
ウ　草地比率の高い地域の草地
エ　緩傾斜農用地又は高齢化率・耕作放棄率の高い
農地で市町村長が必要と認める農用地
オ　都道府県知事が定める基準に該当する農用地
イ　対象者及び交付額
　対象農用地において集落協定等に基づき５年間以
上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対し
て、対象農用地面積に、地目及び区分毎の交付単価
を乗じた額を交付する。
ウ　事業実施主体等
ア　事業実施主体　地方公共団体
イ　予算額　　　　　　　26,100,000千円
　また、本制度の定着に向けて、第３期対策への移
行を円滑に行い、取組の維持・拡大を図るため、都
道府県が行う市町村への普及指導や、市町村が行う
第３期対策の趣旨徹底のための集落説明会、実施状
況の確認等、本制度の適正かつ円滑な実施を促進す
るために必要な経費を助成する中山間地域等直接支
払推進交付金を都道府県及び市町村に対して交付し
ている（予算額373,590千円）。

３　特定地域の振興

⑴　山村振興対策
　山村振興法（昭和40年法律第64号）に基づき指定さ
れた振興山村（735市町村（平成22年４月１日現在））
において、生産基盤と生活環境の整備、地球温暖化防
止等に向けた森林の整備等の公共事業や、農山漁村活
性化プロジェクト支援交付金等の非公共事業を実施し
ている。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度や農林漁業振興のための株式
会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付制度を措置
している。

⑵　特殊土壌地帯対策
　特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（昭和

27年法律第96号）に基づき指定された特殊土壌地帯
（14県258市町村（平成22年４月１日現在）の対策とし
て、国土交通省や総務省等とともに治山、治水、農用
地整備等の各種施策を実施している。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。

⑶　過疎地域対策
　過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15
号）に基づき指定された過疎地域（920地域（平成22
年４月１日現在）において、生産基盤と生活環境の整
備、地球温暖化防止等に向けた森林の整備等の公共事
業や、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等の非
公共事業を実施している。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度や農林漁業振興のための株式
会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付制度を措置
している。

⑷　豪雪地帯対策
　豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）に
基づき指定された豪雪地帯（533地域（平成22年４月
１日現在））において、地域産業の振興や国土保全施
設の整備のための事業を実施している。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。

⑸　半島振興対策
　半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づき指定さ
れた半島振興対策実施地域（23地域（平成22年４月１
日現在））において、生産基盤と生活環境の整備の公
共事業や、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等
の非公共事業を実施している。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町村が
管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の整備の
都道府県による代行制度を措置している。

⑹　離島振興対策
　離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づき指定さ
れた離島振興対策実施地域（76地域258島（平成22年
４月１日現在））において、国土保全関係、産業基盤
整備の公共事業や、農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金、離島漁業再生支援交付金等の非公共事業を実
施している。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。
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⑺　奄美群島振興対策
　奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189
号）に基づく奄美群島（12市町村（平成22年４月１日
現在））に対し、国土保全関係、産業基盤整備の公共
事業や、さとうきび生産対策、植物防疫対策（特殊病
害虫特別防除等）、農山漁村活性化プロジェクト支援
交付金等の非公共事業を実施している。
　また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げや
採択基準の緩和等の措置を講じている。

４　農地・水・環境保全向上対策

　農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図る
ためには、効率的・安定的な農業構造の確立と併せ
て、基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上を図
るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・
増進することが必要である。
　このような中、農地・農業用水等の資源について
は、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能
の低下により、適切な保全管理が困難となってきてい
る現状や、ゆとりや安らぎといった国民の価値観の変
化等の視点も踏まえた対応が必要となっている。
　また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活
動については、環境問題に対する国民の関心が高まる
中で、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視
したものに転換していくことが求められている。
　これらを踏まえ、地域において農地・水・環境の良
好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみでの効果
の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活
動を、一体的かつ総合的に支援する「農地・水・環境
保全向上対策」を平成19年度より実施している。

⑴　共同活動支援交付金
　地域の農業者だけでなく、地域住民や都市住民も含
めた多様な主体の参画を得て、農地・農業用水等の資
源の適切な保全管理を行うとともに農村環境の保全等
にも役立つ地域共同の効果の高い取組を促進する必要
があり、これらの資源の保全向上活動に対する支援を
行う。
ア　対象農用地
　交付金の算定対象の農用地は、農振農用地
イ　対象活動
　市町村と活動組織（資源の保全向上活動を実施す
る団体）が締結する協定に基づき、一定の要件を満
たす農地・水・農村環境の保全向上活動
ウ　事業実施主体
　地域協議会（都道府県、市町村、農業者団体等か
ら構成される団体）

エ　補助率　定額
オ　所要額　22,697百万円

⑵　営農活動支援交付金
　農地や農業用水等の資源の保全向上活動と一体的
に、化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減する
など、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な
営農活動に対する支援を行う。
ア　対象地域
　「共同活動支援」の実施地域であって、計画等に
基づき地域として環境保全に取り組む地域。
イ　対象活動
　活動組織内の農業者が協定に基づき、集落等を単
位として、以下の①及び②を合わせて実施する場合
に支援を行う。
①　環境負荷低減に向けた地域全体の農業者による
取組（たい肥等の有機質資材の投入、浅水代かき
等の環境負荷低減の取組を、集落等の対象区域の
おおむね全ての生産者が実施）
②　まとまりをもって環境負荷を大幅に低減する先
進的取組（地域でまとまりを持って、持続性の高
い農業生産方式の導入により、化学肥料・化学合
成農薬の使用を原則５割低減する等の先進的な取
組を実施）

ウ　事業実施主体
　地域協議会
エ　補助率　定額
オ　所要額　3,530百万円
　また、農地・水・環境保全向上対策が広く国民の
理解を得て、地域において農地・水・環境の良好な
保全と質的向上を図るという対策の目的を達成する
ためには、実施に当たって、本対策の趣旨の徹底、
明確かつ合理的・客観的基準に基づく要件の設定、
対象活動の実施状況の確認等が行われることが重要
である。
　このような観点から、都道府県、市町村及び地域
協議会が行う交付金の交付等を適正かつ円滑に実施
するために必要な経費に対して助成する農地・水・
環境保全向上活動推進交付金を交付している。（予
算額 974百万円）

５　都市と農村の共生・対流等の促進

⑴　広域連携共生・対流等対策交付金
　都市と農山漁村の多様な取組主体が参加して行う共
生・対流の先導的な取組などやその実現に必要な施設
の整備について支援を行った。
　また、都市農業の振興を図るとともに、身近な農業
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を活かし都市住民の生活向上に資するため、体験農園
の全国的な普及に向けた先導的取組や都市農地の保全
に向けたモデル的な取組への支援を行った。
ａ　事業実施主体　農業協同組合、森林組合、漁業

協同組合、農事組合法人、農業
生産法人、NPO法人、土地改
良区、農山漁村等の住民の組織
する団体等

ｂ　交　付　率　　定額
ｃ　予　算　額　　652,690千円
⑵　子ども農山漁村交流プロジェクト対策交付金
　農山漁村において、全国の小学生が自然体験・農業
体験などの宿泊体験活動を行う「子ども農山漁村交流
プロジェクト」を平成20年度に創設したことに伴い、
各都道府県の受入の核となるモデル地域を指定し、そ
の受入体制整備を支援した。
ａ　事業実施主体　農業協同組合、農事組合法人、

漁村等の住民の組織する団体等
ｂ　交　付　率　　定額
ｃ　予　算　額　　388,000千円

⑶　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
（地域間交流拠点の整備）

　地域資源を活用した都市住民に魅力ある交流拠点、
廃校・廃屋等を改修した交流施設、市民農園など農林
漁業体験施設の整備を支援した。
ａ　事業実施主体　都道府県、市町村、農業協同組

合、PFI事業者、NPO法人　等
　ｂ　交　付　率　　定額（1/2以内　等 ）
　ｃ　予　算　額　　26,591,055千円の内数

６　農村における就業・所得機会の創出等

⑴　農村地域への工業等導入の促進
　「農村地域工業等導入促進法」（昭和46年法律第112
号）は、農村地域への工業等導入を積極的かつ計画的
に促進するとともに、農業従事者がその希望及び能力
に従ってその導入される工業等に就業するための措置
を講ずること等により、農業と工業等との均衡ある発
展及び雇用構造の高度化に寄与してきた。
　本法に基づき、平成20年３月末現在で750市町村に
おいて8,917社が導入され、約58万人が雇用されてい
る。

⑵　農村コミュニティ再生・活性化支援事業
（うち地域産業との連携の推進）

　農山漁村と地域企業との連携や多様な主体の連携に
よる新たな事業の創出など、農山漁村の地域の資源と
人材を活かした取組の実施に対し支援を行った。（平

成22年度実績：21地区）
ａ　事業実施主体  NPO法人、農業協同組合、森

林組合、水産業協同組合、土地
改良区、地方公共団体が出資す
る団体等

ｂ　補　助　率　　1/2以内
ｃ　予　算　額　　90,010千円の内数

⑶　農村活性化人材育成派遣支援モデル事業
　農村地域における活性化活動への従事を希望する都
市部人材等の活用を主な目的とする人材育成システム
の構築に向け、人材育成や都市と農村をつなぐ能力を
持ったコーディネート機関に対して支援を行い、農村
の自立的な地域活性化を担う人材の育成・確保を安定
的に支える仕組みを作る取組に寄与してきた。
ａ　事業実施主体  NPO法人、観光協会、営利法

人、学校法人、商工会等
ｂ　補　助　率　　定額（1/2以内　等）
ｃ　予　算　額　　470,000千円

⑷　国際農業連携活性化特別対策事業
ア　二国間アグリビジネス創出事業
　中南米４か国の日系農協等と我が国の農協等と
の連携事業の創出に向けた情報交換を促進し、我
が国のニーズや安全性に配慮したアグリビジネス
の創出を図るための取組に対し助成を行った。
イ　食料供給安定化農業情報ネットワーク構築事業
　中南米４か国の日系農協等間をつなぐ農業情報
ネットワークにより、農業に関する情報の継続的
に収集し、我が国へ提供するための体制整備に関
する取組に対し助成を行った。
ウ　食料供給安定化農業技術開発普及事業
　中南米４か国を我が国への安定的な食料供給基
地として確立するため、これらの国々の日系農業
者等の経営の近代化と日系農協等の組織の強化の
ための支援を行うとともに、環境と調和した大規
模畑作等に係る農業技術の開発及び共有化を図る
体制整備に関する取組に対し助成を行った。
エ　資金援助対策事業
　日系農業者等の援助者に対して資金を融通した
融資機関に対し、利子補給を行った。

⑸　農業移住者援護事業
　（財）地方農業拓植基金協会等及び（社）中央農業
拓植基金協会は、農業移住者等の資金調達の円滑化を
図るため、その援助者の金融機関からの借入金につい
て債務保証を行った。
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第２節	 優良農地の確保と計画的
な土地利用の推進

１　農業振興地域の整備に関する法律

　国土資源の合理的利用の観点から土地の農業上の利
用と他の利用との調整に留意しつつ、農業の近代化に
必要な条件を備えた農業振興地域を保全・形成し、当
該農業振興地域について農業に関する施策を計画的に
推進するため「農業振興地域の整備に関する法律」
（昭和44年法律第58号）が昭和44年９月に施行され、
農業振興地域制度が発足した。その後、農業振興地域
における土地の計画的・効率的な利用を一層促進する
ために同法の一部が改正され、昭和50年７月に施行さ
れた。　昭和59年には、土地利用型農業の生産性向上
を中心とする構造政策の推進による農業の体質強化
と、活力ある農村地域社会の形成とを同時並行的に推
進するために同法の一部が改正され、同年12月に施行
された。
　平成11年には、農業生産にとって最も基礎的な資源
である農用地を良好な状態で確保する等の観点から同
法の一部が改正され、平成12年３月20日に施行された。
　平成17年には、農業振興地域整備計画の透明性を一
層向上させる観点から同法の一部が改正され、同年９
月１日に施行された。
　平成21年には、一層着実な優良農地の確保を図る観
点から同法の一部が改正され、同年12月15日に施行さ
れた。

⑴　農用地等の確保等に関する基本指針の策定
　平成11年の改正により、農林水産大臣が農用地等の
確保等に関する基本指針を策定することとなり、農用
地等の確保に関する基本的な方向のほか、農業振興地
域の指定の基準等を内容とする基本指針が平成12年３
月17日に定められた。
　平成17年３月に閣議決定した「食料・農業・農村基
本計画」を受けて、同年11月15日に同指針の一部が変
更された。
　平成22年３月に閣議決定した「食料・農業・農村基
本計画」を受けて、同年６月11日に同指針の一部が変
更され、国の確保すべき農用地等の面積の目標が定め
られた。

⑵　農業振興地域整備基本方針の作成
　同法が昭和44年９月に施行された後、都道府県にお
いては、直ちに農業振興地域整備基本方針の策定作業
に着手し、昭和45年度までにすべての都道府県におい

て農林水産大臣の承認を受けて「農業振興地域整備基
本方針」が定められた（沖縄県については、昭和47年
度に定められた）。
　平成22年６月に変更された国の「農用地等の確保等
に関する基本指針」を受けて、すべての都道府県にお
いて「農業振興地域整備基本方針」が変更され、都道
府県ごとの確保すべき農用地等の面積の目標が定めら
れた。

⑶　農業振興地域の指定
　「農業振興地域整備基本方針」を定めた都道府県
が指定する農業振興地域は、平成20年３月末現在で
2,166地域存在する。農業振興地域の総面積は約1,721
万haに達しており、国土面積の約45％を占めている。

⑷　農業振興地域整備計画の策定
　市町村が定める「農業振興地域整備計画」は、平成
20年３月末現在2,165の農業振興地域について策定が
なされている。農用地区域の総面積は、平成21年12月
１日現在約482万haに達している。そのうち農地（耕
地）の総面積は約407万haである。
⑸　国の補助事業等の集中実施と税制上の優遇措置
ア　国の補助事業等の集中実施
　市町村整備計画の達成を図るため、土地の農業上
の利用条件の改善のための整備及び土地の農業上の
開発整備に関する事業、農業生産の近代化に必要な
施設の整備に関する事業並びに農地の保有合理化に
関する事業については、原則として農用地区域を対
象とし、また農村生活環境の整備に関する事業、農
産物の広域的流通加工施設の整備に関する事業等、
農業振興地域の一体的整備を図るものについては、
農業振興地域を対象として引き続き実施した。
イ　制度上の優遇措置
　同法の規定に基づく市町村長の勧告、都道府県知
事の調停又は農業委員会のあっせんにより農地等が
譲渡された場合の譲渡所得の特別控除、特定事業用
資産の買い換え及び交換の特例、不動産取得税の軽
減、農用地区域内の農地についての相続税評価上の
「純農地」としての評価の措置を引き続き講じた。

２　景　観　法

　⑴　法制度及びその趣旨
　景観形成のための取組は、これまで、地方自治体に
よる自主条例や地域住民による協定の締結等を中心に
進められてきたが、景観形成のための行為規制等の面
で限界も生じている。
　このような状況に対して、我が国の都市、農山漁村
等における良好な景観の形成を促進することを目的と
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して、「景観法」（平成16年法律第110号）が制定され
た。

　⑵　法制度の具体的な内容
　本制度を適用しようとする場合、まず、景観行政団
体が、景観計画を定める。さらに、農山村地域におい
ては、景観計画に適合して市町村が景観と調和のとれ
た良好な営農条件を確保する必要がある土地の区域に
ついて景観農業振興地域整備計画を定めることができ
る。同計画は、景観と調和した土地の農業上の利用に
関する事項及び農用地・農業用施設等の整備に関する
事項等をその内容とする。同計画の区域については、
景観と調和のとれた農業的土地利用を誘導するための
市町村長の勧告制度のほか、NPO法人等も農地の利
用権を取得し管理できるよう、農地法の特例等の措置
が講じられている。

３　農地転用の状況

　農地及び採草放牧地の転用面積は、昭和48年をピー
ク（67,720ha）に昭和49、50年に大幅な減少に転じ、
昭和51年以降はほぼ横ばい（３万ha前後）で推移し
てきたが、平成13年は農地法第４、５条許可・届出、
農地法第４、５条該当以外及び農業経営基盤強化促進
法該当とも前年を下回り、農地転用面積では初めて
２万haを下回った。平成21年には、１万3,692ha（対
前年比86.4％）、採草放牧地では16.0haとなっている。

⑴　用途別の農地転用面積
　農地転用面積の用途別構成をみると、「住宅用地」
が27.1％、「その他の業務用地」が24.0％、「工・鉱業
用地が8.6%、「道水路、鉄道用地」が9.9%で、これら
四者で全体の69.6%を占める。

⑵　転用主体別の農地転用面積
　農地転用面積を転用主体別にみると、全体では「そ
の他の法人・団体」（30.4％）、「農家以外の個人」
（26.0％）、「農家」（28.9％）でほとんど（計85.3％）
を占めているが、農地法第４、５条該当以外（農業
経営基盤強化促進法該当を除く）では「地方公共団
体」（42.3％）、「農家以外の個人」（20.4％）、「農家」
（20.3%）となっている。

４　耕作放棄地の再生利用

⑴　耕作放棄地の状況
　高齢化の進展、労働力不足等に伴い耕作放棄地は増
加しており、農林業センサスによると、昭和50年には
13万１千haであった耕作放棄地面積は、平成22年の
時点で39万６千haへと増加している。また、これら
の耕作放棄地のうち、21万４千haは農家に所有され、

18万２千haは土地持ち非農家により所有されている
が、土地持ち非農家に所有される耕作放棄地面積は30
年間で５倍となっており、耕作放棄地増加の大きな原
因となっている。

　　⑵　耕作放棄地の再生利用に向けた取組
　このような状況を踏まえ、平成21年度に創設した耕
作放棄地再生利用緊急対策を中心として、荒廃した耕
作放棄地を再生利用するため地域の取組を総合的に支
援した。
　なお、同対策は平成22年度に、荒廃した耕作放棄地
に係る農地利用調整を更に促進し、引き受け手（農業
者、農業者団体等）が作物生産再開に向けた条件整備
に一層取り組みやすくなるよう、手続の簡素化等を内
容とする制度の一部見直しを行った。

第３節　農業農村整備事業等の推進

１　概　　説

⑴　農業農村整備事業実施概要
　平成22年３月に閣議決定した食料・農業・農村基本
計画において、農業生産基盤の保全管理と整備は、我
が国の農業生産力を支える重要な役割を担うものであ
るとし、基幹水利施設の戦略的な保全管理や、食料自
給率の向上等に資する基盤整備の推進等に取り組むこ
ととしているところである。このため、平成22年度に
おいては、農業水利施設の更新・保全管理や農地の排
水対策などによる農地・農業用水の確保について支援
を行っている。

⑵　土地改良長期計画
　平成20年度から平成24年度までの５年間を計画期間
とする新たな土地改良長期計画が、平成20年12月26日
に閣議決定された。
　新たな土地改良長期計画においては、国民・消費者
の食料・農業・農村に対する要請・期待に応えていく
ため、引き続き国民・消費者に視点を置きつつ、「自
給率向上に向けた食料供給力の強化」、「田園環境の再
生・創造」、「農村協働力の形成」の視点に立って、計
画的かつ総合的に土地改良事業を進めていくこととし
ている。
　計画期間内における、政策目標ごとの目指す主な成
果及び事業量は次の通りである。
ア　「自給率向上に向けた食料供給力の強化」の視点
からの政策目標
ア　効率的かつ安定的な経営体の育成と質の高い農
地利用集積
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ａ　目指す主な成果
・農業生産基盤の整備地区において、意欲と能
力のある経営体への農地の利用集積率を約７
割以上に向上
・このうち面的集積率を約７割以上に向上
・農業生産基盤の整備地区において、新たに農
業生産法人等を約130法人設立

ｂ　事業量
・意欲と能力のある経営体への農地の利用集積
を条件として約7.5万haの農地において、区
画整理、農業用用排水施設の整備、営農上必
要な農業用道路の整備等を実施
・約3.7万haの畑地において農業用用排水施設
の整備を実施

イ　農業用用排水施設のストックマネジメントによ
る安定的な用水供給機能等の確保
ａ　目指す主な成果
　基幹的農業用用排水施設について、適時適切
な更新整備を通じて延べ約290万haの農地に対
する安定的な用水供給機能及び排水条件の確保
を図るため、ストックマネジメントを推進
・機能診断済みの施設の割合（再建設費ベース）
約２割（H19）→約６割（H24）

ｂ　事業量
　約1.5万kmの農業用用排水路と約1,600箇所の
施設について機能診断を実施

ウ　農用地の確保と有効利用による食料供給力の強
化
ａ　目指す主な成果
・水稲と畑作物の選択的作付を可能とする基盤
整備の実施により対象農地における耕地利用
率を105％以上に向上
・農地、農業用水等の保全・整備により耕作放
棄地の発生の防止を図り優良農地を確保
約120万ha（H19）→延べ約205万ha（H24）
・湛水被害等が発生するおそれのある農用地の
延べ面積
約91万ha（H19）→約67万ha（H24）

ｂ　事業量
・約5.0万haの水田において、区画整理や暗
きょ排水等の整備による水田の汎用化を実施
・約200万haの農用地において農地、農業用水
等の保全管理に係る協定に基づく地域共同活
動により適切な保全管理
・農地防災、農地保全等の各種防災事業を約
3,000地区で総合的に推進

イ　「田園環境の再生・創造」の視点からの政策目標
ア　田園環境の再生・創造と共生・循環を活かした
個性豊かで活力ある農村づくり
ａ　目指す主な成果
　個性豊かで活力ある農村づくりに向け、田園
自然環境の創造に着手
・約1,400地域（H19）→約1,700地域（H24）
・このうち生物多様性に配慮した生態系のネッ
トワークの保全の推進
約670地域（H19）→約830地域（H24）
・このうち農村地域における良好な景観の保
全・創出
約50地域（H19）→約80地域（H24）
　個性豊かで活力ある農村づくりに向けた農村
生活環境の向上
・農業集落排水汚泥のリサイクル率
61％（H19）→70％（H24）
・汚水処理人口普及率
84％（H19）→93％（H24）
・農業集落排水処理人口
約350万人（H19）→約400万人（H24）

ｂ　事業量
・農村地域における田園自然環境の創造に向け
た整備を約1,700箇所において実施
・このうち生態系のネットワークの保全に向け
た整備を約740箇所で実施
・このうち農村地域における良好な景観の保
全・創出に向けた整備を約30箇所で実施
・農業集落排水汚泥のリサイクルを約510地区
において新たに実施
・農業集落排水施設の整備を約860地区におい
て実施
・農業生産基盤の整備と併せ、良好な景観や豊
かな自然環境等の地域の特性を活かした個性
豊かで活力ある農村づくりのための整備を約
820地区において実施

イ　減災の観点も重視した農業災害の防止による安
全・安心な地域社会の形成への貢献
ａ　目指す主な成果
　活力ある農村の再生に向けた災害リスクの軽
減
・防災情報伝達体制やハザードマップの整備が
なされているため池数
約2,200箇所（H19）→約3,600箇所（H24）

ｂ　事業量
　老朽化等に伴い災害リスクが高く緊急に対策
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を要するため池等の整備を約1,900地区におい
て実施

ウ　「農村協働力の形成」の視点からの政策目標
ア　農村協働力を活かし、集落等の地域共同活動を
通じた農地、農業用水等の適切な保全管理
ａ　目指す主な成果
・農地、農業用水等の保全管理に係る集落等の
協定に基づき地域共同活動を行う地域数及び
参加者数
約1.7万地域（H19）
→約3.0万地域（H24）
約130万人・団体（H19）
→約220万人・団体（H24）
・農業生産基盤の整備等において、農業者や地
域住民等の多様な主体が工事の施工に直接参
加する直営施工への参加者数
延べ約5.9万人（H15 ～ H19）
→延べ約6.5万人（H20 ～ H24）

ｂ　事業量
・農地、農業用水等の保全管理に係る約3.0万
の集落等の協定に基づく地域共同活動によ
り、約200万haの農用地において適切な保全
管理を実施
・農業生産基盤の整備等において、多様な主体
が工事の施工に直接参加する直営施工を延べ
約800地区において実施
　なお、本計画に基づき各施策を実施するに当
たっては、事業の効率的かつ効果的な実施の
ため、以下を踏まえて事業を実施することと
している。
・施策連携の強化
・国と地方公共団体、土地改良区等の役割分担
と連携強化
・地域の特性に応じた整備
・地球環境問題への対応
・情報化の推進、技術の開発
・入札契約の透明性、競争性の拡大
・事業評価の厳正な運用と透明性の確保
・工期管理とコスト構造改善

２　農業生産基盤整備・保全事業

⑴　基幹農業用用排水施設の整備
ア　事業の種類
　基幹農業用用排水施設等の整備を目的とする事業
には、国営かんがい排水事業及び都道府県営かんが
い排水事業があり、国営事業にあっては、受益面積

おおむね3,000ha以上（畑地帯にあっては、1,000ha
以上）、都道府県営事業にあっては、受益面積おお
むね200ha以上（畑地帯にあっては、100ha以上）
にわたる土地の基幹農業用用排水施設の整備を行
う。国営及び都道府県営事業は、さらに、事業の内
容、性格等により予算上区分して実施している。
　国営事業の国庫負担率は、農林水産省2/3 ～
70％、北海道・離島75 ～ 85％、沖縄90 ～ 95％、奄
美90％となっている。また、都道府県営事業の国庫
負担率は50 ～ 80％となっている。
イ　平成22年度における整備の目標
　新たな長期計画において基幹農業用用排水施設整
備事業については、既存ストックを有効活用すると
ともに、畑地における農業用用排水施設の整備を行
うこと等により安定的な用水供給機能及び排水条件
の確保を図ることとしている。
　したがって、平成22年度における事業の実施に当
たっては、基幹農業用用排水施設整備等、本来の趣
旨に従って、引き続き事業効果の早期発現に配慮す
るとともに、地区別の事情を十分に把握し、着実な
推進を図った。
ウ　事業実施の状況
　基幹農業用用排水施設の整備は、国営かんがい排
水事業、都道府県営かんがい排水事業及び水資源機
構事業に分かれて実施されている。このうち、国営
及び都道府県営かんがい排水事業の平成22年度事業
実施額は1,300億円で、事業種別の実施額及び地区
数は表１のとおりである。



― 201 ―第８章　農　村　振　興　局

農
村
振
興
局

表１　平成22年度基幹農業用用排水施設整備の実施状況

実 施 地 区 数

実 施 額 農林水産省 北海道 沖縄

事 業 名 （千円）

継続 うち 着工 全計 計 継続 うち 着工 全計 計 継続 うち 着工 全計 計

完了 完了 完了

国営かんがい排水 （118,615,887)
129,181,887 54 (3) 3 3 60 32 (3) 1 1 34 2 (0) 0 0 2

補助かんがい排水 (11,386,267)

20,620,551 245 (98) 86 ― 331 11 (4) 1 ― 12 28 (5) 7 ― 35

かんがい排水 (8,149,342)

14,210,891 71 (31) 7 ― 78 5 (2) ― ― 5 27 (5) 3 ― 30

一般型 (6,891,842)

11,753,434 62 (26) 3 ― 65 4 (2) ― ― 4 27 (5) ― ― 27

広域農業基盤緊急整備型 (67,000)

134,000 1 (1) ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

排水対策特別型 (1,039,500)

2,079,000 8 (4) ― ― 8 1 ― ― ― 1 ― ― ― ― ―

水利区域内農地集積 (151,000)

促進整備型 244,457 ― ― 4 ― 4 ― ― ― ― ― ― ― 3 ― 3

基幹水利施設ストック (3,236,925)

マネジメント 6,409,660 174 (67) 79 ― 253 6 (2) 1 ― 7 1 ― 4 ― 5

基幹水利ストック (2,595,269)

マネジメント 5,192,124 160 (62) 32 ― 192 5 (2) ― ― 5 ― ― 3 ― 3

地域農業水利ストック (641,656)

マネジメント 1,217,536 14 (5) 47 ― 61 1 ― 1 ― 2 1 ― 1 ― 2

（注） 1 農林水産省には、離島、奄美を含む。

2 実施額の上段（ ）は国費、下段は事業費。

3 完了地区には、次年度から施設機能監視制度へ移行する地区を含む。

4 「国営かんがい排水」の中には、「国営農業用水再編対策等」を含む。

5 「国営かんがい排水」の実施地区数には、施設機能監視分を含まない。

表２　平成22年度国営かんがい排水事業完了地区及び新規地区

事業名 地帯名 完了地区 新規着工地区 新規全体実施設計地区

かんがい排水 農林水産省 道前道後平野（二期） 赤川二期 南貞山堀沿岸

都城盆地 新請戸川 田沢二期

綾川二期 印旛沼二期 加治川二期

北海道 空知中央用水 北海（一期）

国営造成土地 北海道 浦臼

改良施設整備 美瑛川

ア　国営かんがい排水事業
　平成22年度における継続地区は農林水産省54地
区、北海道32地区、沖縄２地区、計88地区で、こ
れらの地区においては平成21年度に引き続いて事
業の推進を図った。そのうち、農林水産省３地

区、北海道３地区、計６地区は事業を完了した。
　また、平成22年度においては、新たに農林水産
省３地区、北海道１地区、計４地区の新規着工を
行った。
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イ　都道府県営かんがい排水事業
　基幹農業用用排水施設の整備事業として都道府
県営かんがい排水事業を実施している。
　平成22年度においては、継続地区103地区の事
業を推進するとともに、このうち38地区を完了
し、また、新たに10地区について着工した。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備
交付金へ一部移行した。
ウ　ストックマネジメント事業
　施設の機能を長期間にわたり保全する長寿命化
対策として、基幹水利ストックマネジメント事
業、地域農業水利施設ストックマネジメント事業
を実施している。
　平成22年度においては、継続地区181地区の事
業を推進するとともに、このうち69地区を完了
し、また、新たに84地区について着工した。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備
交付金へ一部移行した。

エ　水資源機構事業
　水資源の総合的な開発と利用の合理化を図るた
め、「水資源開発促進法」（昭和36年法律第217号）
に基づいて、水資源開発水系に７水系（利根川、荒
川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び筑後川）が指
定され、その各水系毎に水資源開発基本計画が策定
されている。本事業は、水資源開発基本計画及び
「独立行政法人水資源機構法」（平成14年法律第182
号）に基づき、（独）水資源機構が農業用水等の確
保などに資する施設の改築及び管理を一貫して実施
するものである。
　　建設事業（農業用水関係分）においては、22
年度事業費152億9,232万円（うち当省補助金額58億
3,800万円）をもって、豊川用水二期、両筑平野用
水二期及び木曽川右岸施設緊急改築の継続３地区を
実施した。
　　また、管理事業（農業用水関係分）において
は、22年度事業費103億4,955万円（うち当省補助金
額22億5,100万円）をもって、群馬用水、利根導水
路、埼玉合口二期、印旛沼開発、成田用水、北総東
部用水、東総用水、霞ヶ浦用水、木曽川用水、三重
用水、香川用水、両筑平野用水、筑後川下流用水、
愛知用水及び豊川用水の継続15地区の施設の管理を
実施した。

⑵　水田地帯の整備
ア　経営体育成基盤整備事業
　将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体
を育成し、これらの経営体が農業生産の相当部分を

担う農業構造を確立するため、地域農業の展開方向
及び生産基盤整備の状況等を勘案し、農地の利用集
積や経営体の育成、生産基盤整備の目標等を定めた
基盤整備関連経営体育成等促進計画を策定し、必要
となる生産基盤及び生活環境の整備を経営体の育成
を図りながら一体的に実施するもので、受益面積が
おおむね20ha以上で、経営体への経営等農用地面
積のシェアの増加及び認定農業者の一定割合以上の
増加が図られることが確実である地区について、国
庫補助率50％（沖縄75％、離島55％、奄美60％）で
実施した。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備交
付金へ一部移行した。
　平成22年度における本事業（耕作放棄地解消・発
生防止基盤整備事業等を含む。）の実施状況は表３
のとおりである。

表３　経営体育成基盤整備事業の実施状況
（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　地区数　　　　　予算額
経営体育成基盤整備事業　　　　254　　　　　15,808,401

イ　水田農業振興緊急整備事業
　本事業は、水田における麦・大豆等の土地利用型
作物が一定規模以上作付けされる地域を対象に、き
め細かい排水対策と土づくり対策等を機動的・緊急
的に実施するもので、農業用用排水施設・農道・暗
渠排水・客土・区画整理のうち２以上の事業の受益
面積の合計がおおむね20ha以上で、米の計画的生
産外の面積（生産調整面積）の概ね５割以上、若し
くは裏作の場合は地区の水田面積の３割以上に麦・
大豆等の作付けが確実である地区について、国庫補
助率50％で実施した。
　なお、本事業は平成21年度をもって廃止した。

⑶　基盤整備を契機とした担い手育成対策等
　経営体育成基盤整備事業等のハード事業の完了時ま
でに、事業地区の農用地面積に占める担い手の経営等
農用地面積が、一定以上増加することを要件に、株式
会社日本政策金融公庫等が、土地改良区等に対し農家
負担金の一部について無利子資金の貸付けを実施して
いる。

⑷　畑地帯の総合整備
　我が国の畑地面積は､ 約210万haであり､ 全耕地面
積の約46％を占めているが、その生産基盤整備は水田
に比べれば遅れている。
　一方、我が国の食料消費構造は、高品質化、他品目
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化等多様化しており、野菜、果実、家畜物等への需要
が増大している。
 さらに、農作物の自由化に備え畑作経営の安定を図
ることが緊急の課題となっている。
 このような情勢に対処し、畑作物の経済的かつ安定
的供給を図るため、畑地帯の生産基礎を整備すること
が緊要である。このため、国営、県営による畑地帯の
かんがい施設の整備、農道の整備、区画整理等の各種
事業を総合的に実施する総合整備事業を積極的に推進
している。
　また、畑地帯総合整備事業の平成22年度事業実施額
は112億円で、事業種別の実施額及び地区数は表４の
とおりである。
ア　畑地帯総合整備事業（担い手育成型）
ア　概説
　集落単位を基本とし、農地利用の流動化の促進
の前提条件となるほ場条件の均質化を図る効率的
な基盤整備と担い手の経営安定のための生産環境
整備等を総合的に行うため、平成22年度におい
は、新規３地区を採択して事業を推進している。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備
交付金へ一部移行した。
イ　事業の仕組み
ａ　内　　容　農業用用排水施設、農道、区画整

理及びこれらと密接に関連したそ
の他基盤整備（暗きょ排水、農用
地造成､ 土層改良､ 農用地の保
全）、営農用水施設、農業集落環
境管理施設、交換分合、農業経営
高度化支援等

ｂ　事業主体　都道府県
ｃ　採択基準　・受益面積20ha（北海道100ha、

離島・沖縄・奄美10ha）以上

　　　　　　　・担い手の経営する農地の利用集
積が一定要件以上図られること
が確実であること。

ｄ　補 助 率　50 ～ 75％
イ　畑地帯総合整備事業（担い手支援型）
ア　概説
　畑作農業経営の体質強化を目的に、担い手の生
産合理化を図るために必要な生産基盤整備と生産
集落環境整備を一体的に行い、担い手農家の経営
の安定に資する畑地帯整備を総合的に行うもので
あり、平成22年度においては、新規11地区を採択
して事業を推進している。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備
交付金へ一部移行した。
イ　事業の仕組み
ａ　内　　容　農業用用排水施設（単独で行う施

設整備事業を含む）､ 農道､ 区画
整理及びこれらと密接に関連した
その他基盤整備（暗きょ排水、土
層改良（単独で行う土層改良事業
を含む）、農用地造成、農用地の
保全）､ 営農用水施設（単独で行
う営農用水事業を含む）､ 農業集
落環境管理施設、農業集落道、交
換分合等

ｂ　事業主体　都道府県
ｃ　採択基準　・受益面積30ha（沖縄及び奄美

20ha）以上
　　　　　　　・担い手の受益農家戸数に占める

割合又は、担い手の経営面積の
受益面積に占める割合が10％以
上

ｄ　補 助 率　50 ～ 75％

表４　22年度畑地帯総合整備事業の実施状況
実 施 地 区 数

実 施 額 農林水産省 北海道 沖縄

事 業 名 （千円）

継続 うち 着工 全計 計 継続 うち 着工 全計 計 継続 うち 着工 全計 計

完了 完了 完了

畑地帯総合整備 （11,327,126)
19,826,372 116 (32) 14 ― 130 42 (13) 1 ― 43 13 (2) ― ― 13

担い手育成型 (4,213,222)
7,017,914 57 (19) 3 ― 60 5 (2) ― ― 5 3 (1) ― ― 3

担い手支援型 (7,113,904)
12,808,458 59 (13) 11 ― 70 37 (11) 1 ― 38 10 (1) ― ― 1

（注） 1 農林水産省には、離島、奄美を含む。

2 実施額の上段（ ）は国費、下段は事業費。
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⑸　国営農用地再編整備事業
　国営農用地再編整備事業は、農業の生産性の向上、
農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するこ
とを目的に、農業における基本的な生産手段である農
用地（既耕地）と未墾地を併せた再編整備、農用地の
造成等を行うものである。
ア　国営農地再編整備事業
　広範にわたる地域を対象とした区画整理と開畑の
一体的な実施等の生産基盤整備を通じて、生産性の

向上や地域農業の展開方向に即した農業構造の実
現、農業的土地利用と非農業的土地利用の整序化を
図るとともに、農業の振興を基幹とした総合的な
地域の活性化に資することを目的とする。この事業
は、平場農業地域を対象とする一般型と中山間地域
を対象とする中山間地域型に区分されるが、一般型
については、平成12年度に事業制度を廃止し、経過
措置により事業を実施している。
　平成22年度の実施状況は表５のとおりである。

表５　農用地再編整備事業の実施状況
地区数 実施額（千円）

継続 うち 新規 計 事業費 国費
完了

国営農地再編整備事業 8 (1) - 8 11,330,500 11,312,500
農林水産省 2 (1) - 2 430,500 412,500
北海道 6 (-) - 6 10,900,000 10,900,000

⑹　国営干拓事業
　国営干拓事業は、海面や湖面の公有水面等を陸地化
し農地を創設するもので、入植・増反等により、意欲
ある農家の農業経営の規模拡大、経営の安定化を図る
ことを目的に実施している。
　平成22年度における国営干拓事業の実施状況は表６
のとおりである。

表６　国営干拓事業の実施状況
（単位：百万円） 　　

　　実施地区数　　１　　　　　　　国費　　3,935

⑺　特定中山間保全等整備事業
ア　旧緑資源機構の経緯等
　旧緑資源機構は、平成11年10月に農用地整備公団
の業務を森林開発公団に継承し、緑資源公団と改称
して設立され、平成15年10月に独立行政法人緑資源
機構となったものであり、農林業の振興と森林及
び農用地の有する公益的機能の維持増進に資するた
め、水源林造成事業、緑資源幹線林道事業、農用地
総合整備事業、特定中山間保全整備事業及び海外農
業開発事業等を実施してきた。
　旧緑資源機構は、「独立行政法人整理合理化計
画」（平成19年12月24日閣議決定）に基づき、平成
19年度限りで廃止（「独立行政法人緑資源機構法を
廃止する法律」（平成20年法律第８号））され、その
業務の一部は、（独）森林総合研究所及び（独）国
際農林水産業研究センターに承継された。

イ　業務内容
　旧緑資源機構の廃止に伴い、農業生産基盤整備関
係業務を承継した森林総合研究所が、農用地総合整
備事業及び特定中山間保全整備事業を実施した。
　農用地総合整備事業は、農業的土地資源に恵ま
れ、農業構造改善の必要があり、外部インパクト等
を活用して生産性の高い農業生産地域を形成するこ
とが可能な地域において、農用地の整備と土地改良
施設の整備を一体として総合的かつ集中的に実施す
るもので（農用地整備面積150ha以上かつ土地改良
施設整備の受益面積が1,000ha以上）ある。補助率
は、工種毎に内地40％～ 2/3（北海道40 ～ 80％以
内）の補助率を基礎とする総合補助率である。
　特定中山間保全整備事業は、中山間地域の森林と
農用地が混在する地域では、必要な施業が行われて
いない森林や耕作放棄地が増加しており、森林及び
農用地のもつ公益的機能の低下が下流の都市部にも
影響することが懸念されていることから、水源林造
成の指定地域であって、地勢条件が悪く農業の生産
条件が不利な地域において、水源林造成と一体とし
て森林及び農用地の整備を行い、水源かん養をはじ
めとした公益的機能の維持増進を図るものである。
補助率は55％以内（基幹農林道は2/3以内）である。
　なお、上記の２事業は、現在実施中の事業区域の
完了をもって廃止することとされている。
ウ　業務の実施状況
ア　農用地総合整備事業
　平成22年度の実施区域数は、継続４区域である。
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イ　特定中山間保全整備事業
　平成22年度の実施区域数は、継続２区域である。
　なお、平成22年度における実施状況は、表７の
とおりである。

表７　22年度特定中山間保全等整備事業の実施状況
（単位：千円）

　　　事　業　名　　　　　区域数　事業費　　　国費
特定中山間保全等整備事業  6  9,320,000  6,592,000
　農用地総合整備事業  4  7,170,000  4,965,000
　特定中山間保全整備事業  2  2,150,000  1,627,000

⑻　土地改良調査計画
　平成22年度においては、土地改良事業を計画的かつ
円滑に推進するため、国営地区調査及び地域整備方向
検討調査等を行うとともに、長寿命化に配慮した更新
整備計画や環境・景観配慮のための基本的方針等の策
定を行う広域基盤整備計画調査を実施した。また、土
地改良事業の環境配慮を推進するための新たな調査計
画手法の検討等を実施した。
　なお、平成22年度に国営地区調査を実施した調査費
と地区数は表８のとおりである。

表８　22年度国営地区調査の実施状況

⑼　農道の整備
　農道整備事業は、農業の振興を図る地域において、
農道網を有機的かつ合理的に整備することにより、高
生産性農業を促進し、もって農業の近代化を図り、併
せて農村環境の改善に資することを目的に実施してい
る。
　整備された農道は、農地への通作、農業用資機材の
運搬、農産物の処理・加工・貯蔵・流通施設等への集
荷、それらの施設から市場・消費地への輸送などに利
用されている。
　なお、本事業は平成22年度以降の新規採択はせず、
平成21年度以前に採択された継続地区のみ平成22年度
に農山漁村地域整備交付金へ移行した。

⑽　農地防災事業等
　農地防災事業等は、農用地および農業用施設におけ
る自然災害の発生を未然に防止し、又は農業用用排水
の汚濁や農用地の土壌汚染を防止し、もしくは地盤沈
下等により低下した農用地・農業用施設の機能回復を
図ること等により農業生産の維持および農業経営の安
定を図り、併せて国土及び環境の保全に資することを
目的に実施する事業であり、「土地改良法」（昭和24年
法律第195号）、「地すべり等防止法」（昭和33年法律第
30号）等に基づいて計画的に行われている。予算科目
は以下のとおりである。

（項）農業生産基盤整備・保全事業費
（目）総合農地防災事業費
（目）地すべり対策事業費
（目）ため池等整備事業費補助
（目）地すべり対策事業費補助
（目）農村環境保全対策事業費補助（公害防除特別

土地改良、総合農地防災事業費補助）
（項）農業施設災害関連事業費
（目）鉱毒対策事業費補助
　平成22年度には、大規模な地震が発生した際に甚大
な災害を引き起こすおそれのあるため池について、地
震防災対策として一般公共被害に着目した耐震性の向
上を図るための改修を実施できるよう「防災ダム事
業」を拡充した。
　平成22年度における各事業の実施状況は、表９のと
おりである。
　なお、農地防災事業等の一部の事業については、平
成22年度に農山漁村地域整備交付金へ移行した。

（単位：千円）
調査費 地区数

農林水産省 北海道 沖縄
区分

継続 着手 計(完了) 継続 着手 計(完了) 継続 着手 計(完了)
かんがい排水地区 1,283,771 8 5 13(1) 7 1 8(3) 1 0 1(0)

かんがい排水 1,257,449 8 5 13(1) 6 1 7(2) 1 0 1(0)
直轄明渠 26,322 - - - 1 0 1(1) - - -

総合農地防災地区 126,402 1 1 2(1) 1 1 2(1) - - -
農地再編整備地区 350,914 0 2 2(1) 6 2 8(1) - - -
<<計>> 1,761,087 10 8 18(1) 14 4 18(5) 1 0 1(0)
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⑾　土地改良施設の管理
　土地改良事業によって造成された農業水利施設は、
農業生産を支える基本的施設であるとともに、生態系
や景観の形成などの多面的機能を発揮する重要な社会
共通資本である。
　今日、これらの農業水利施設は、ダムなどの基幹施
設から末端の農業用用排水施設に至るまで膨大なス
トックを形成していることから、効率的な更新整備や
保全管理を充実していくことが重要な課題となってい
る。
ア　国営造成施設管理事業等
ア　直轄管理事業
　国営造成施設のうち、特定の施設について国が
行う管理事業であり、平成22年度は５地区で実施
した。
イ　広域農業水利施設総合管理事業
　同一水系において複数の国営造成施設を国が一 
元的に管理する事業であり、平成22年度は１地区 
で実施した。
ウ　国営造成施設水利管理事業
　国営造成施設等に係る水利権の更新協議に必要
な資料の作成等を行う事業であり、平成22年度は
29地区で実施した。
エ　国営造成水利施設保全対策指導事業
　国営事業により造成された基幹的施設を対象
に、機能診断及び予防保全基本計画の策定を国が
行う事業であり、平成22年度は1,011施設で実施
した。

オ　国営造成水利施設保全対策推進事業
　施設の保全に係る権利の設定及び更新を国が行
う事業であり、平成22年度は11地区で実施した。
カ　ストックマネジメント技術高度化事業
　ライフサイクルコストを効率的に低減させるた
め、現場条件に応じた診断技術及び対策工法の適
用性の検証を通じてストックマネジメント技術の
高度化を図る事業であり、平成22年度は24事務所
で実施した。
キ　国営造成施設県管理補助事業
　国営造成施設で，都道府県が管理しているダ
ム、頭首工、排水機場及び防潮水門のうち、一定
の施設について国が助成する事業であり、平成22
年度は29地区で実施した。
ク　基幹水利施設管理事業
　市町村等が土地改良区と連携を図りつつ、公
共・公益性の高い基幹的な国営造成施設の管理強
化を行う事業であり、平成22年度は292地区で実
施した。

イ　土地改良施設技術管理事業等
ア　国営造成施設管理体制整備促進事業
　国営造成施設の予定管理者である土地改良区等
に対して操作技術の習熟を図る操作体制整備と、
国営造成施設等を管理する土地改良区等の管理体
制整備を行う事業であり、平成22年度は240地区
で実施した。
イ　基幹水利施設管理技術者育成支援事業
　安全性の向上や技術的進展に的確に対応した管

表９　22年度農地防災等事業の実施状況

実 施 額 地 区 数

事 業 費 国 費 継 続 新 規 全 計 計 完 了
区 分

( 千円 ) ( 千円 )
国 営 総 合 農 地 防 災 事 業 18,309,904 16,030,904 18 0 0 18 4
直 轄 地 す べ り 対 策 事 業 1,360,000 1,360,000 2 1 0 3 0
農 地 防 災 事 業
防 災 ダ ム 事 業 0 0 0 0 0 0 0
た め 池 等 整 備 事 業 5,210,500 2,646,000 58 10 0 68 13
湛 水 防 除 事 業 0 0 0 0 0 0 0

農 地 保 全 事 業
地 す べ り 対 策 事 業 5,035,286 2,524,608 178 27 0 205 31
農 地 保 全 整 備 事 業 0 0 0 0 0 0 0

農 村 環 境 保 全 対 策 事 業
水 質 保 全 対 策 事 業 0 0 0 0 0 0 0
公害防除特別土地改良事業 975,787 496,896 10 5 0 15 1
地 盤 沈 下 対 策 事 業 0 0 0 0 0 0 0
総 合 農 地 防 災 事 業 1,287,739 693,600 5 1 0 6 1

農 業 用 施 設 災 害 関 連 事 業
鉱 毒 対 策 事 業 0 0 0 0 0 0 0

計 32,179,216 23,752,008 271 44 0 315 50
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理技術の向上を図るため、指導・援助及び研修等
を実施する事業であり、平成22年度は26地区で実
施した。
ウ　土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業
　土地改良施設に存在するPCB廃棄物を処理する
ために必要な収集運搬を行う事業であり、平成22
年度は23地区で実施した。
エ　新農業水利システム保全対策事業
　農業構造改革と多様な水田営農を進めるため、
農業水利施設における水利用の効率化、施設管理
の省力化を実現する「農業水利システム保全計
画」と「管理省力化施設整備事業」等を併せて行
うものであり、平成22年度は154地区で実施した。
オ　農業用水水源地域保全整備事業
　貯水池など農業用水の水源地域において、良質
な農業用水の安定的な供給のために、森林の整備
等を行う事業であり、平成22年度においては、21
道府県について実施した。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備
交付金へ移行した。
カ　農業用水水源地域保全対策事業
　貯水池など農業用水の水源地域において、森林
整備等を行うための調査及び、水源地域を取り巻
く現状や課題について理解を深め農業用水の有効
利用を図る活動を推進する事業であり、平成22年
度には117地区で実施した。

実施状況（22年度）
予算額（千円）

直轄管理事業  1,147,000
広域農業水利施設総合管理事業  850,775
国営造成水利施設保全対策指導事業  2,501,687
国営造成水利施設保全対策推進事業  88,127
ストックマネジメント技術高度化事業  1,341,000
国営造成施設県管理補助事業  1,223,523
基幹水利施設管理事業  1,638,384
国営造成施設管理体制整備促進事業  2,449,188
基幹水利施設管理技術者育成支援事業  163,569
土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業  20,000
新農業水利システム保全対策事業  372,000
農業用水水源地域保全整備事業  －
農業用水水源地域保全対策事業  291,000

３　農村整備事業

⑴　農村総合整備事業
ア　地域開発関連整備
ア　土地利用秩序形成型

　本事業は、優良農用地の確保と土地利用秩序の
形成等により、農業を含めた地域の開発・振興を
図るため、土地利用調整計画に従い、非農業的土
地利用と調整を図りつつ、ほ場整備を実施するこ
とにより、優良農用地の確保と非農用地の創設を
行うものである。
イ　地域整備関連促進型
　本事業は、地域の活性化に資すると認められる
構想と連携を図りつつ、農業生産基盤及び農村地
域の生活環境基盤の整備を総合的に実施すること
により、これらの構想等の円滑な推進と農業の生
産性の向上を図るものである。
　なお、地域開発関連整備は平成21年度をもって
廃止した。

⑵　農村振興総合整備事業
ア　農村振興総合整備事業
　本事業は、都道府県単位の広域的な視点での地域
特性等を踏まえた農村整備を推進するため、それぞ
れの農村振興のテーマに沿って、地域住民の参加の
もと、関係府省との連携を図りつつ、地域の多様な
ニーズに応じた農業生産基盤と農村生活環境の整備
を総合的に実施するものである。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備交
付金へ移行した。
イ　村づくり交付金
　本交付金は、農業生産基盤と農村生活環境の総合
的な整備を実施し、農業生産性の向上を図りつつ、
快適な生活環境と定住条件が確保された個性的で魅
力ある村づくりを実施するものである。平成22年度
の実施状況を以下に示す。

　実施地区数　148　　　国費　3,667百万円
⑶　田園整備事業

ア　田園空間整備事業
　本事業は、農村の有する豊かな自然、伝統、文化
等多面的機能を再評価し、農村地域の活性化に資す
る各種公共公益施設用地の整備と伝統的農業施設及
び美しい農村景観等の保全・復元に配慮した整備等
を総合的に行い、魅力ある田園空間づくりによる都
市との共生の推進に資するものである。
　なお、本事業は平成21年度に廃止し、事業内容の
一部は農山漁村地域整備交付金へ移行した。
イ　田園交流基盤整備事業
　田園空間整備事業と併せて、農村の活性化に資す
る集落間の連絡に必要な農業集落道等の交流基盤の
整備を行うものである。
　なお、本事業は平成21年度をもって廃止し、事業
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内容の一部は農山漁村地域整備交付金へ移行した。
⑷　地域用水環境整備事業

　農業用水は、農業生産のための機能のほかに、生
活、防火、消流雪、水質浄化用水、景観・生態系の保
全など多面的な機能（地域用水機能）を有している。
このような地域用水機能は、国民の価値観の変化や農
村地域における混住化等の進展の中で、地域住民への
憩いと安らぎの空間の提供等、その一層の発揮が求め
られてきている。
　本事業は、農業水利施設の適切な維持管理を確保し
つつ、地域住民のニーズに即して地域用水機能を適切
に発揮させていくための以下の整備を行うものである。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備交付
金へ移行した。
ア　地域用水環境整備事業
　農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地
域用水機能の維持・増進を図るための施設の整備を
実施。なお、市町村等が行う場合は、統合補助事業
として実施するものである。
イ　歴史的施設保全事業
　文化財としての価値を有する農業水利施設等の土
地改良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつ
つ、施設の補修等を実施するものである。

⑸　農業集落排水事業
　近年の農村社会における混住化の進展、生活水準の
向上等により、農業用用排水の水質汚濁が進行し、農
作物の生育障害、土地改良施設の維持管理費の増大等
の問題が生じている。このため、農業用用排水の水質
保全、農業用用排水施設の機能維持及び農村生活環境
の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与
するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚
水、汚泥又は雨水を処理する施設を整備し、生産性の
高い農業の実現と活力ある農村社会の形成に資するこ
とを目的として、昭和58年度から農業集落排水事業と
して発足させたものである。
　平成18年度には、新規整備の対象地域を沖縄県や離
島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、水質汚濁防
止法、湖沼水質保全特別措置法、有明海及び八代海を
再生するための特別措置に関する法律及び瀬戸内海環
境保全特別措置法に基づく指定地域に限定し、それ以
外の地域は市町村の自主性と裁量性の拡大を目指し
て、村づくり交付金で実施することとした。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備交付
金へ移行した。

⑹　中山間地域総合整備事業等
　自然的、経済的、社会的条件に恵まれない中山間地

域に対して、農業農村の活性化を図るとともに、併せ
て地域における定住の促進、国土・環境保全等に資す
るために、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の
展開方向を探り、農業生産基盤と農村生活環境等の整
備を総合的に行うものである。
　事業対象地域は、過疎地域自立促進特別措置法、山
村振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法に
よる指定を受けた市町村または準ずる市町村。
　国庫補助率は、55％（北海道55％、離島60％、沖縄
75％、奄美70％）で都道府県営事業、市町村営事業と
も同じである。
　なお、本事業は平成22年度に農山漁村地域整備交付
金へ移行したが、一部継続地区においては平成22年度
迄の措置として以下のとおり補助事業により実施した。
　　　　　　　　　　　　実施地区数　　　国費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
中山間地域総合整備事業　　　43　　　　　3,275
農地環境整備事業　　　　　　７　　　　　 　93

４　農山漁村地域整備交付金

　農業農村、森林、水産の各分野でそれぞれが実施し
てきた農山漁村地域に係る事業を、地域の自主性に基
づき総合的、一体的に実施できる交付金として、平成
22年度に創設した。
　農・林・水にまたがる広範かつ多様なメニューを包
括し、以下の工種を総合的に実施するものである。
①　農業農村整備事業
　農業用用排水施設整備、ほ場整備、農地防災、
農業集落排水施設整備等
②　森林基盤整備
　路網整備、県有林の間伐等の森林整備、予防治
山等
③　水産基盤整備事業
　漁港施設整備、漁場造成、水域環境保全、漁港
漁村環境整備等
④　海岸保全施設整備事業
海岸保全施設整備、海岸環境整備等
⑤　効果促進事業
　農山漁村地域整備計画の目標を達成するため、
上記事業①～④と一体となって事業効果を高める
ために必要な事業
　また、平成22年度の実施状況を以下に示す。
実施箇所数　5,520　 国費　1,500億円

５　海 岸 事 業

　海岸法（昭和31年法律第101号）に基づく、海岸保
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全施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水
又は地盤の変動による被害から農地を保全するため、
堤防、突堤、護岸等の海岸保全施設の新設、改良等を
実施した。平成22年度における海岸保全事業の実施状
況は表10のとおりである。

　なお、海岸保全施設整備事業は平成22年度に農山漁
村地域整備交付金へ移行したが、一部継続地区にお
いて、平成22年度迄の措置として、４地区、国費395
百万円について、補助事業により実施した。

表10　平成22年度海岸保全事業の実施状況

実 施 額 地 区 数

事 業 費 国 費 継 続 新 規 計 完 了
区 分

( 千円 ) ( 千円 )
直 轄 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 3,262,000 3,262,000 3 0 3 0
海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 740,000 395,000 4 0 4 4

計 4,002,000 3,657,000 7 0 7 4

６　災害復旧事業

⑴　概況
　我が国は、気象的、地理的環境から災害が発生しや
すく、毎年頻発する台風、集中豪雨、地震、高潮など
の災害によって農地の流失、埋没、あるいは河川の堤
防、ため池、頭首工などの決壊により農作物などに莫
大な損害を受け、また道路、橋梁の流失によって交通
が途絶するなど、その被害は単に農地、農業用施設の
みにとどまらず国民経済の全般に及び、これらによる
有形無形の損失は、計り知れないものがある。
　農地及び農業用施設の災害復旧事業は「農林水産業
施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法
律」（昭和25年法律第169号）、農地保全に係る海岸、
海岸保全施設及び地すべり防止施設の災害復旧事業は
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」（昭和26年
法律第97号）に基づいて行われ、特に激甚な災害につ
いては「激甚災害に対処するための特別の財政援助等
に関する法律」（昭和37年法律第150号）が適用され地
元負担額を軽減するなどの特別の助成措置が行われる
ことになっている。また、国営で施行中の事業等が災
害を受けた場合の災害復旧事業は、「土地改良法」（昭
和24年法律第195号）第88条に基づいて行われること
になっている。
　災害復旧事業は、その性質上他の公共事業と比べ、
特に迅速な措置が要求されるため緊急に復旧対策を計
画し実施しなければならないことから早期に査定を行
い、事業に必要な経費が不足した場合は補正予算等に
より措置されている。

⑵　新規災害
　平成22年に発生した農地、農業用施設及び農地保全

に係る海岸、海岸保全施設、地すべり防止施設の被害
額は表11のとおりである。

表11　平成22年災被害額
　区　　　　　　分　　　　箇所数　　　 被害額（千円）
直　　　　　　　　轄  3  260,000
農　　　　　　　　地  14,028  17,437,140
農　業　用　施　設  11,293  24,727,929
海 岸 保 全 施 設 等  13  570,000
　　　　計  25,337  42,995,069

　このうち、特に被害の大きい災害であった次の災害
が激甚災害として指定され、特別の財政措置を行った。
○　平成22年６月11日から７月19日までの間の豪雨に
よる災害（８月25日指定　政令第190号）
　また、局地的に激甚であった災害については、市町
村を単位として政令で激甚災害が指定され、特別の助
成措置を行った。
　なお、平成22年９月４日から同月９日までの間の暴
風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡
県駿東郡小山町の区域に係る災害、平成22年10月18日
から同月25日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等
の区域に係る災害については早期に局地激甚災害とし
て指定された。
　新規発生災害の平成22年度における事業の実施状況
は、表12のとおりである。



第８章　農　村　振　興　局― 210 ―

表12　平成22年度新規発生災害の事業実施状況
　　 区　　　分　　　　事業費（千円）　 国　費（千円）
直　　　　　　　　轄  131,930  131,930
農　　　　　　　　地  4,192,519  3,890,658
農　業　用　施　設  6,316,791  6,089,387
海 岸 保 全 施 設 等  102,645  68,464
　　　　計  10,743,885  10,180,439
農 業 用 施 設 関 連  2,147  1,977
災害関連農村生活環境施設  48,394  24,197
災害関連緊急地すべり  151,930  64,800
　　　　 計  202,471  90,974
　合　　　　　　計  10,946,356  10,271,413

⑶　過年災害
　平成21年までに発生した災害に係る農地等の災害復
旧事業及び災害関連事業のうち平成21年度に完了しな
かったものの、平成22年度における事業の実施状況
は、表13のとおりである。

表13　平成22年度過年災害の事業実施状況
　　　区　　分　　　　事業費（千円）　　国　費（千円）
直　　　　　　　　轄
　　　　　　　20年災  1,328,000  1,328,000
農　　　　　　　　地
　　　　　　　20年災  14,436  12,285
　　　　　　　21年災  1,261,937  1,139,529
農　業　用　施　設
　　　　　　　20年災  289,846  268,108
　　　　　　　21年災  2,647,040  2,546,452
海 岸 保 全 施 設 等
　　　　　　　21年災  33,145  22,108
農 業 用 施 設 関 連
　　　　　　　21年災  67,580  61,025
海岸保全施設等関連
　　　　　　　21年災  6,556  3,278
災害関連農村生活環境 
　　　　　　　21年災  19,014  9,507
　　　　 計  5,667,554  5,390,292

７　その他の事業

⑴　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
　本交付金は、「農山漁村の活性化のための定住等及
び地域間交流の促進に関する法律」（平成19年法律第
48号）に基づき実施される交付金である。
定住や地域間交流を促進することによって農山漁村地
域の活性化を図るため、地方自治体が地域の自主性と
創意工夫による計画を作成し、国はその実現に必要な
施設整備を中心とした総合的取組を交付金により支援
する。
　支援対象については、以下の通りである。

①　定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るた
めの生産基盤及び施設の整備に関する事業
②　定住等を促進するための集落における排水処理
施設その他の生活環境施設の整備に関する事業
③　農林漁業の体験のための施設その他の地域間交
流の拠点となる施設の整備に関する事業
④　その他農林水産省令で定める事業
⑤　①から④の事業と一体となってその効果を増大
させるために必要な事業又は事務
事業実施主体：都道府県、市町村、地方公共団体等

が出資する法人、土地改良区、農業
協同組合、水産業協同組合、森林組
合、農林漁業者等の組織する団体、
PFI事業者、NPO法人　等

交　 付　 率：定額（1/2､ 5.5/10、4.5/10、4/10、
1/3以内　等）

　平成22年度予算額：26,591百万円の内数
⑵　農村振興再生可能エネルギー導入支援事業

　農村地域に豊富に賦存する農業用水等の再生可能エ
ネルギーを効率的に利活用し、農業関連施設の維持管
理費の節減、農業農村への新たな付加価値の創出等を
推進するため、農村地域における再生可能エネルギー
導入にかかる調査設計や協議手続等を本事業によって
支援した。
　平成22年度予算額　1,493百万円

⑶　地域バイオマス利活用交付金
　地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地
域でエネルギー、工業原料、材料、製品へ変換し、可
能な限り循環利用する総合的利活用システムを構築す
るため、バイオマスタウン構想の策定、バイオマスの
変換・利用施設等の一体的な整備等、バイオマスタウ
ンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な
取組を支援した。
　平成22年度予算額　　4,046百万円の内数

⑷　バイオ燃料地域利用モデル実証事業
　我が国における国産バイオ燃料の実用化の可能性を
示すため、輸送用の石油燃料に代替又は混合可能な燃
料として導入が見込まれるバイオエタノール及びバイ
オディーゼル燃料を対象に、原料の調達から燃料の供
給まで、地域の関係者が一体となった取組を支援した。
　平成22年度予算額　　3,131百万円

⑸　ソフトセルロース利活用技術確立事業
　農村の地域資源である稲わら等のソフトセルロース
系原料を利活用して、効率よくバイオ燃料を製造する
技術を確立することを目的とし、ソフトセルロース系
原料の収集運搬、バイオ燃料の製造及び利用に係る一
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体的な取組を支援した。
　平成22年度予算　　1,345百万円

⑹　広域連携等バイオマス利活用推進事業
　都道府県の行政界を越えて行う広域的な食品廃棄物
等バイオマスの利活用の取組について、食品事業者等
が行う啓発普及活動、実証試験を支援した。
　平成22年度予算額　　84百万円

⑺　バイオマス利活用推進支援事業
　経済的な小規模バイオマス変換システムの実証・普
及及び技術的支援を強化することにより、バイオマス
タウンの形成促進を図った。
　平成22年度予算額　　97百万円

第４節　土地改良制度等

１　土地改良制度

⑴　土地改良団体の運営等
ア　土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団
体連合会の設立状況等
ア　設立等
　平成22年度末における土地改良区及び土地改良
区連合の地区数等は表14のとおりである。

表14　土地改良区等の地区数・面積
　　　　　　　　　土地改良区　　　同連合　　　　計
前年度地区数  5,150  77  5,227
本年度設立地区数  19  0  19
本年度解散地区数  129  0  129
現在地区数  5,040  77  5,117
のべ面積（ha）  2,681,679  283,921  2,965,600

　また、土地改良事業団体連合会は48団体（全国を含
む）である。
イ　検査
　｢土地改良法｣（昭和24年法律第195号）第132条
に基づき、土地改良区及び土地改良区連合並びに
土地改良事業団体連合会の検査を実施している。
　毎年度の検査は、年度当初に土地改良区等の業
務運営の状況及び財務の規模等を勘案して検査計
画を作成し、実施している。

イ　水土保全強化対策事業
　農村地域の都市化・混住化の進展や農業者の高齢
化・後継者不足等に伴う集落機能の低下を起因とし
た土地改良施設管理の複雑化・困難化に伴う同施設
管理の円滑化と効率化、意欲ある多様な農業者への
農用地の利用集積の推進、土地改良事業の実施に関

する課題の増加による地元調整等、これらへの的確
な対応が土地改良区に求められている。
　このような実情にかんがみ、次の事業を行った。
ア　土地改良施設管理円滑化事業
　公募団体及び都道府県土地改良事業団体連合会
が、土地改良施設の円滑な管理を図るために行
う、土地改良施設の診断・管理指導及び土地改良
区等と地域住民等が連携した施設管理に関する研
修・啓発普及のほか、土地改良事業に関する苦
情・紛争等の解決及び非補助土地改良事業の推進
に関する助言・指導を実施した。
イ　土地改良換地等強化事業
　公募団体及び都道府県土地改良事業団体連合会
が、農地利用集積及び換地事務の適正かつ円滑な
推進を図るために行う、土地改良換地士等の技術
強化のための研修及び換地事務指導等、農用地の
利用集積の技術的指導等並びに換地に関する異議
紛争の早期解決及び未然防止を図るための助言・
指導等。また、公募団体、都道府県農業会議及び
都道府県土地改良事業団体連合会が、交換分合に
よる農用地集団化の推進を図るために行う、交換
分合に関する技術指導等。
　なお、平成22年度は、４億6,799万円を計上
し、上記ア、イの事業に対し助成を行った。

ウ　土地改良施設維持管理適正化事業
　近年、土地改良事業の実施に伴い、土地改良施設
の整備が急速に進展し、造成された施設も大幅に増
加してきており、その整備補修が極めて重要な課題
となっている。土地改良施設の整備補修は、本来、
土地改良区等土地改良施設の管理者自らが行うべき
であるが、近年における農村環境等の大きな変化に
即応した対策が必ずしも円滑に行われていないのが
現状である。
　このような実情にかんがみ、全国土地改良事業団
体連合会に土地改良区等による施設整備補修のため
の資金を造成し、この資金を利用して土地改良施設
の定期的整備補修を行う「土地改良施設維持管理適
正化事業」を実施し、土地改良区等土地改良施設管
理者の管理意識の昂揚と、土地改良施設の機能の維
持と耐用年数の確保に努めた。
　また、生産調整に伴う地域営農の変化に対応した
用排水の管理の改善合理化を図るため、当該地域の
土地改良区が管理する施設についての整備改善計画
を策定し、その計画に定められた「施設改善対策事
業」を実施した。
　なお、平成22年度の実施状況は、表15のとおり
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である。

表15　土地改良施設維持管理適正化事業の実施状況
（単位：千円）

　　　　　　　　　　 平成21年度　　　　　平成22年度
年間総事業費  10,979,869  10,104,246
国庫補助額  3,293,959  3,031,273

エ　土地改良区組織運営基盤強化対策
　土地改良区は、土地改良事業の実施や当該事業で
造成された施設の管理等、土地改良事業を推進する
中核的な団体であり、今後、農村地域の環境との調
和に配慮しつつ、合理的な水・土地利用の調整とき
め細かい水管理の必要性等を踏まえ、より適切かつ
効率的な施設管理を行っていくことが期待されてい
る。
　しかしながら、近年、農業者の高齢化や農産物価
格の低迷など厳しい農業情勢等の中で、土地改良区
は零細・小規模で財政基盤が脆弱化し、その役割を
十分に果たせなくなってきている事態が生じている。
　このような実情にかんがみ、次の事業を行った。
ア　土地改良区等が土地改良施設の効率的・適正な
維持管理、土地利用調整、農業の多面的機能の発
揮への関与等による地域社会への貢献等に総合的
に対応するために必要な基本計画を策定する事業
運営改革基本計画策定事業
イ　公募団体及び都道府県土地改良事業団体連合会
に、広域的な統合整備や米政策改革を踏まえた土
地利用調整を推進するための指導体制を整備し、
広域合併の要となる人材育成研修を実施する土地
改良区組織運営基盤強化推進事業
ウ　都道府県が策定している統合整備基本計画等に
即して行う土地改良区の合併又は合同事務所の設
置や、土地改良施設管理水準向上のための整備補
修及び土地改良施設の維持管理体制の再編整備を
行う統合再編整備事業
エ　都市化・混住化や管理施設の高度化・複雑化等
により農業用用排水路等の維持管理に著しい支障
が生じている土地改良区が、
①　土地改良法第56条第２項に基づく市町村等協
議を実施するため、管理に要する費用の分担計
画の策定等
②　地域住民の参画を得て行う地域環境の維持・
創造に資する活動の実施及び管理作業へ地域住
民が参画するための協定書の策定等
③　集落管理組織の機能が低下している土地改良
区が効率的な水管理システムを構築するための

農業用水管理系統再編計画の策定等
を行う農業用用排水路等管理組織整備推進事業
　なお、平成22年度は、9,848万円を計上し、上記
ア～エの各事業に対し助成を行った。

⑵　農用地等集団化
ア　換地処分の事前調整及び交換分合の実施
　分散した農用地の集団化を図り、土地条件を整備
することは農業の生産性の向上と農業構造の改善を
図る上で極めて重要であるため、土地改良法に基づ
く区画整理等に伴う換地処分の事前調整及び農業委
員会等が行う交換分合に対して助成を行った。
イ　交換分合附帯農道等整備の実施
　交換分合の推進を図るため、交換分合の対象とな
る農用地の条件を均等化し、大型機械の導入による
労働力の節減など集団化の効果を一層向上させるた
め、交換分合と一体の計画の下で実施する農道等の
整備に対して助成を行った。　
ウ　平成22年度助成額
　平成22年度には、26,591百万円の内数（農山漁村
活性化プロジェクト支援交付金）を計上して上記
ア、イを行った。

⑶　土地改良財産の管理及び処分
　国営土地改良事業で造成した施設等（土地改良財
産）については、土地改良法第94条の規定により農林
水産大臣がこれを管理し処分することとなっている。
この場合において、その管理は原則として土地改良区
等に委託することとしており、22年度末までに土地改
良財産を管理委託した実績は、表16のとおりである。

表16　管理委託実績（22年度末）
国営土地改良事業完了
地区数  1,154地区
管理委託済施設数
　ダム、頭首工、揚水機場等  1,413施設
　水路、道路  17,462㎞

⑷　融資関係
ア　農業基盤整備資金（耕地）
　本資金は、農業の生産力の増大及び生産性の向上
を図るための農業生産基盤の整備や農村環境基盤の
整備を図るための長期・低利の資金である。
　株式会社日本政策金融公庫の貸付実績額は、表
17のとおりである。
　また、沖縄振興開発金融公庫の貸付実績額は補助
残資金562万円で前年比12.1%、非補助資金は融資実
績なしで、合計562万円で前年比12.1%となった。
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表17　22年度貸付実績額
（単位：百万円、％）

　　　　　　　　　 22年度貸付　21年度貸付  Ａ/Ｂ
　　　　　　　　　　実績額Ａ　　実績額Ｂ
農業基盤整備資金 
　（耕地）  7,096  8,493  83.6
　補　　　　　助  4,957  6,250  79.3
　　県　　　　営  4,111  5,224  78.7
　　団　 体 　営  846  1,026  82.5
　非　　補　　助  2,139  2,243  95.4
　　一　　　　般  2,139  2,243  95.4
　　利 子 軽 減  0  0  0
担い手育成農地集 
積資金  6,525  7,843  83.2
合　　　　　　計  13,621  16,336  83.4
（注）　株式会社日本政策金融公庫「業務統計」による。

イ　担い手育成農地集積資金
　本資金は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者
等に対し農用地の利用集積が図られる特定の土地改
良事業の実施に必要な費用の一部を土地改良区等に
無利子で貸し付ける資金である。
　株式会社日本政策金融公庫の貸付実績額は、表
17のとおりである。
　また、沖縄振興開発金融公庫の貸付実績額は510
万円で前年比40.8％であった。

⑸　土地改良負担金総合償還対策事業
　　本事業は、平成２年度から財団法人全国土地改良
資金協会に基金を造成し、土地改良事業等の負担金の
償還が困難な地区に対し、利子助成、利子補給等の農
家負担金の軽減措置を講じてきたものであるが、平成
21年度の事業仕分けの評決結果を受け、国からの基金
全額を国庫返納し、平成22年度から毎年度の予算措置
に切り替えて引き続き以下の事業を実施しているもの
である。
ア　土地改良負担金償還平準化事業
　本事業は、一定の要件を満たす地区において、負
担金の水準が一定以上の期間について、その一定額
（平準化目標額）を超える部分を土地改良区等が融
資機関から資金を借り入れて後年に繰り延べること
により償還の平準化を図る場合に、借入利率が無利
子となるよう利子補給するものである。
　平成22年度末現在で、814地区認定している。
イ　担い手育成支援事業
　本事業は、一定の要件を満たす担い手への農用地
利用集積に積極的に取り組む地区に対して、負担金
の水準が一定以上の期間について、負担金の償還利
率が2.0％を超える利子相当額を土地改良区等に対

し助成するものである。　
　平成22年度末現在で、1,691地区認定している。
ウ　土地改良負担金償還円滑化事業
　本事業は、昭和63年度に創設された土地改良事業
償還円滑化特別対策事業を継続したものであり、土
地改良区が農協等の資金（円滑化資金）を借り入
れ、これを土地改良事業等の償還金に充てることに
より償還の円滑化を図った場合に、当該借入金に係
る金利の一部について利子補給を行うものである。
　平成22年度末現在で、27地区認定している。
エ　特別型国営事業計画償還助成事業
　本事業は、農家等の負担分について財投資金を借
り入れている特別型の国営土地改良事業地区等のう
ち、負担金の円滑な償還が困難となっている地区を
対象に、償還時における利息の一部の助成を行うも
のである。
　平成22年度末現在で、61地区認定している。
オ　水田・畑作経営所得安定対策等支援事業
　本事業は、水田・畑作経営所得安定対策の導入な
ど力強い農業構造の実現に向けた農政改革に則し、
農業の担い手への農用地の利用集積率が増加するこ
とが確実と見込まれる場合に、土地改良区等が負担
する額の６分の５に相当する額を無利子で貸付けを
行うものである。
　平成22年度末現在で、400地区認定している。
カ　災害被災地域土地改良負担金償還助成事業
　本事業は、土地改良区等に対して、一定規模以上
被災した農用地又は土地改良施設等の受益地に係る
被災年度の負担金の償還利息に相当する額を助成す
るものである。
　平成22年度末現在で、33地区認定している。

⑹　経営安定対策基盤整備緊急支援事業
　本事業は、土地改良事業等の農家負担金を償還中の
地区であって、農地利用集積の増加等が見込まれる地
域に対して、当該年度の償還利息に相当する額を助成
するものである。
　平成22年度末現在で、230地区認定している。

⑺　土地改良負担金償還特別緊急支援対策事業
　本事業は、全国土地改良事業団体連合会に、国の助
成により土地改良負担金特別緊急対策基金を造成し、
土地改良事業等の農家負担金を償還中の地区であっ
て、農地利用集積の増加等が見込まれる地域に対し
て、平成23年度までの３年間に限って、当該年度の償
還利息に相当する額を助成するものである。
　平成22年度末現在で、376地区認定している。
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２　農業水利関係

　河川法に基づく水利使用に関する協議
国土交通大臣は、水利使用に関する河川法第23条、第
24条及び第26条第１項の許可又は第34条第１項の承認
に係る申請に対する処分をしようとするときは、河川
法第35条第１項の規定に基づき関係行政機関の長に協
議しなければならない。
　これにより、国土交通大臣は、最大取水量が毎秒
1.0㎥以上又はかんがい面積が300ha以上のかんがいの
ための水利使用に係る許可、認可の処分をしようとす
るときには、農林水産大臣に協議するものである。
最近の協議件数は表18のとおりである。

表18　河川法第35条第１項の規定による水利使用に関す
  る処分の協議件数
  年度  かんがい  発電  計
  13  19  3  22
  14  17  0  17
  15  26  2  28
  16  21  1  22
  17  12  1  13
  18  20  1  21
  19  29  1  30
  20  31  1  32
  21  67  2  69
  22  116  4  120
（注）　発電は、かんがい用水に完全従属する小水力発
　　電である。
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第１節	 農林水産研究開発の推進
状況

１　農林水産技術会議の運営

⑴　農林水産技術会議の審議状況
　農林水産技術会議は、国家行政組織法の特別の機関
として農林水産省に設置されており、試験研究の基本
的計画の企画・立案、農林水産省の試験研究機関及び
農林水産省所管の独立行政法人の行う試験研究の調
整、状況及び成果の調査、都道府県その他の者の行う
試験研究に対する助成、試験研究と行政部局の掌握す
る事務との連絡調整等を行っている。
　平成22年度においては、農林水産技術会議は計９回
開催され、農林水産試験研究に係る重要課題の報告・
検討及び農林水産技術会議のあり方についての検討が
行われた（表１参照）。

⑵　農林水産技術会議事務局主要施策の概況
　平成22年度の主要施策は以下のとおりである。
ア　食料自給率の向上に資する研究開発の強化
ア　飼料用米の利用促進を図る技術開発
　食用米と識別性のある超多収飼料用米品種の育
成、輸入トウモロコシに代替する飼料用米の調
製・給与技術等の開発を実施した。
イ　水田の周年有効活用を図る技術開発
　冬期の農地有効利用に向けたパン・中華めん用
の小麦、なたね等の高品質品種、生産コスト5割
削減を可能とする超低コスト作物生産技術等の研
究開発を実施した。

イ　温室効果ガス削減に向けた研究開発の強化
ア　農林水産分野における地球温暖化対策のための
緩和及び適応技術の開発
　農林水産分野における温室効果ガスの排出削減
技術及び吸収源機能向上技術の開発、地球温暖化
の進展に適応した生産安定技術の開発を実施した。
イ　低コスト・高効率バイオマス利用技術開発
　食料供給と両立し、地域活性化にも資するバイ
オマスの低コスト・高効率な利用を可能にするた
め、新たにCO2の吸収効果が期待できる藻類等バ

イオマスの利用技術の開発を実施した。
ウ　国際的な共通課題に応える技術開発
　地球温暖化対策等の国際的な共通課題に対処す
るため、国際研究ネットワークを形成し国際共同
研究等を推進した。

ウ　食の安全と消費者の信頼を支える研究開発の推進
ア　レギュラトリーサイエンスの充実・強化を図る
技術
　リスク管理を的確に進めるため、行政部局と研
究部局が共同でレギュラトリーサイエンス推進計
画を策定し、研究部局では、推進計画の下、危害
要因の分析法、リスク低減技術等の開発を実施し
た。
イ　食品・農産物の表示の信頼性を確保するための
技術開発
　科学的根拠に基づいた、信頼性の高い食品の品
種・産地判別技術の開発を実施した。

エ　新産業創出につながる分野を超えた連携の強化
ア　新産業創出につながる技術開発
　コメの形のスギ花粉症治療薬やカイコによる医
療用新素材等の開発やロボット技術を活用した農
業自動化・アシストシステムの開発を実施した。
イ　出口を見据えた技術開発の推進と産学連携の強
化
　大学、民間企業等の地域の関係者による技術開
発から改良、開発実証試験までの取組の支援や都
道府県の公設試験場同士で研究連携協定を結んだ
場合の技術開発の支援を実施した。また、農山漁
村の６次産業化を支援するため、大学、企業等へ
のコーディネーターの派遣等を通じた農林水産・
食品産業の産学連携活動を一体的に支援した。

表１　農林水産技術会議の審議状況
回数　開催年月日　　　　　　議　題　等
  1  22.4.20  ・重要課題に関する研究開発の方向

（６次産業化に向けた取組）
  2  22.5.11  ・重要課題に関する研究開発の方向

（６次産業化に向けた取組）
  3  22.6.15  ・重要課題に関する研究開発の方向
  4  22.7.21  ・重要課題に関する研究開発の方向
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      ・平成23年度の予算要求の方針
  5  22.9.21  ・農林水産技術会議を巡る議論と課題
      ・独立行政法人の次期中期目標の検討

方針（独立行政法人の評価結果、業
務の総括）

  6  22.10.19  ・農林水産技術会議のあり方について
      ・独立行政法人の次期中期目標の検討

方針について
  7  22.11.25  ・農林水産技術会議のあり方について
    　①　民間や大学等における研究評価

システムの事例紹介
    　②　見直しの基本方向

  8  23.1.27  ・「独立行政法人の中期目標（案）」に
ついて

      ・「委託プロジェクト研究の実施につ
いて」の改正について

      ・「農林水産省における研究開発評価
に関する指針」及び「研究開発評価
実施要領」の改正について

      ・「人材育成プログラム」の改正につ
いて

  9  23.2.22  ・重要課題に関する研究開発の方向
（エネルギー問題の解決に資する省
エネ技術）

２　農林水産研究開発の戦略的推進

⑴　農林水産研究基本計画に基づく施策の推進
　農林水産研究基本計画は、新たな「食料・農業・農
村基本計画」（平成22年３月30日閣議決定）及び旧研
究基本計画の達成度の検証などを踏まえて、農林水産
技術会議で決定された。
　本研究基本計画では、①食料安定供給研究、②地球
規模課題対策研究、③新需要創出研究、④地域資源活
用研究、⑤シーズ創出研究の５つの研究領域毎に今後
10年程度を見通した研究開発の重点目標、平成27年ま
での主要な達成目標を定めている。
　農林水産技術会議事務局では、本研究基本計画に基
づき、重点目標を達成し、農林水産研究が国民生活の
向上に積極的に貢献できるよう、①研究開発マネジメ
ントの強化、②技術革新を下支えする研究開発ツール
の充実・強化、③研究開発から普及・産業化までの一
貫した支援の実施、④国際研究の強化、⑤レギュラト
リーサイエンスへの対応強化、⑥国民理解の促進、⑦
評価システムの改善などの研究施策を推進している。

⑵　総合科学技術会議との連携
　総合科学技術会議は、我が国全体の総合的な科学技
術推進の司令塔として、科学技術政策の企画、立案及
び総合調整機能を充実する観点から、平成13年１月、
内閣府に設置された。

　総合科学技術会議においては、科学技術の戦略的推
進やシステム改革を具体的に進める観点に立って、
毎年度、「科学・技術に関する予算等の資源配分の方
針」の策定を通じ、その機能を積極的に発揮してお
り、さらに平成23年度に向けて政府全体の科学技術予
算の重点化を誘導するため、「科学・技術重要施策ア
クション・プラン」を新たに策定した。農林水産省に
おいては、「平成23年度科学技術に関する予算等の資
源配分の方針」に沿って、農林水産研究開発予算を重
点化する等的確に対応した。

３　研究開発体制の整備

⑴　農業関係試験研究独立行政法人
　農林水産技術会議事務局は、農業関係の４つの試験
研究独立行政法人を所管している。平成22年度の取組
は以下の通りである。
ア　（独）農業・食品産業技術総合研究機構
　（独）農業・食品産業技術総合研究機構では、次
の４つの業務を実施した。
ア　農業・食品産業技術研究等業務

〔運営費交付金　377億461万円〕
　農業・食品産業技術研究等業務については、①
農業の競争力強化と健全な発展に資する研究、②
食の安全・消費者の信頼確保と健全な食生活の実
現に資する研究、③美しい国土・豊かな環境と潤
いのある国民生活の実現に資する研究を重点的に
実施した。さらに、平成22年４月に確認された口
蹄疫の発生に際し、病性鑑定及び口蹄疫ウィルス
の調査・分析を行った。
イ　基礎的研究業務

〔運営費交付金　63億4,233万円〕
　基礎的研究業務については、生物系特定産業技
術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して
行い、その成果の普及を図ることとしており、イ
ノベーション創出基礎的研究推進事業を実施した。
ウ　民間研究促進業務
〔産業投資特別会計出資金（当初計画額）17億円〕
　民間研究促進業務については、民間の活力を活
かした生物系特定産業技術に係る実用化段階の技
術開発を促進するため、委託方式による民間実用
化研究促進事業を実施した。
エ　農業機械化促進業務

〔運営費交付金　17億9,183万円〕
　農業機械化促進業務については、①農林水産大
臣の定めた「高性能農業機械等の試験研究、実用
化の促進及び導入に関する基本方針」に基づき、
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政策上不可欠な農業機械を、民間企業との共同研
究により緊急開発、その実用化の促進、②将来必
要とされる農業機械の開発に不可欠な高度なシー
ズ技術の開発等に関する基礎・基盤研究、③農業
機械の性能及び安全性の向上に資する型式検査及
び安全鑑定等を実施した。

イ　（独）農業生物資源研究所
〔運営費交付金　69億8,170万円〕

　①アグリバイオリソースの高度化と活用研究、②
ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術
の研究開発、③バイオテクノロジーを活用した新た
な生物産業の創出を目指した研究開発を重点的に実
施した。
ウ　（独）農業環境技術研究所

〔運営費交付金　30億6,552万円〕
　①農業環境のリスクの評価及び管理に向けた研究
開発、②自然循環機能の発揮に向けた農業生態系の
構造・機能の解明、③農業生態系の機能の解明を支
える基盤的研究を重点的に実施した。さらに、平成
23年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所
の事故に際し、農産物及び土壌の放射性濃度を測定
し、出荷制限や作付け制限のための基礎データの提
供を行った。
エ　（独）国際農林水産業研究センター

〔運営費交付金　37億1,394万円〕
　①国際的な食料・環境問題の解決に向けた農林水
産技術の研究開発、②国際的な食料・農林水産業及
び農産漁村に関する動向把握のための情報の収集、
分析並びに提供を国際的な連携・協力の下で重点的
に実施した。

⑵　施設整備
ア　筑波事務所
　農業関係試験研究独立行政法人が研究等を遂行す
るうえで必要な共同利用施設（予算額１億2,720万
円）の整備を行った。
イ　省庁別宿舎
　独立行政法人の役職員に貸与している省庁別宿舎
（予算額5,411万円）の整備を行った。
ウ　独立行政法人
　農業関係試験研究独立行政法人が行う試験研究の
飛躍的な推進のための基盤となる施設（予算額12億
6,000万円）の整備を行った。

⑶　研究者の資質向上施策
ア　研修
　農林水産試験研究独立行政法人及び都道府県農林
水産試験研究機関等の研究者に対して、最新の施

策・研究動向、知的財産に関する諸制度・状況への
理解を深めるとともに、自己能力開発等を目的に実
施している。
ア　農林水産関係研究リーダー研修
　研究リーダーの任にある研究者（過去１年間に
研究部長等の管理職に就任した者等）を対象に実
施しており、平成22年度は53名が受講した。
イ　農林水産関係中堅研究者研修
　中堅研究者（原則35歳～ 45歳）を対象に実施
しており、平成22年度は64名が受講した。
ウ　農林水産関係若手研究者研修
　若手研究者（原則35歳未満）を対象に実施して
おり、平成22年度は65名が受講した。
エ　農林水産関係研究者地方研修
　平成22年度より若手（又は中堅）研究者を対象
に地方で開始し、49名が受講した。

イ　表彰
　農林水産業及び関連産業に係る研究開発におい
て、その一層の発展及びそれに従事する研究者の
一層の意欲向上等を目的に実施している。
ア　民間部門農林水産研究開発功績者表彰
　民間が主体となって研究開発を行っている個人
又は団体を対象に、農林水産大臣等が表彰を行っ
ており、平成22年度は大臣賞３件等を表彰した。
イ　若手農林水産研究者表彰
　若手研究者（40歳未満の個人）を対象に、農林
水産技術会議会長が表彰を行っており、平成22年
度は３件を表彰した。
ウ　産学官連携功労者表彰
　産学官連携による成果事例を対象に、農林水産
大臣が表彰を行っており、平成22年度は１件を表
彰した。なお、本表彰は、内閣府等の各府省等に
おいても実施されている。

４　研究開発の評価

⑴　評価制度の整備
　研究開発については、「農林水産省における研究開
発評価に関する指針」（平成18年３月農林水産技術会
議決定）等に基づき評価を実施しているところである。
　また、平成23年１月に当該指針を改正し、客観的な
評価指標の導入や評価結果を研究の見直しに十分反映
できる体制とした。
ア　農林水産研究基本計画の検証・評価
　農林水産研究の進行管理に活用し、必要に応じて
研究施策の見直しや新たな取組に反映させるため、
農林水産研究基本計画の「Ⅰ農林水産研究の重点目
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標」に位置付けられた研究開発及び「Ⅱ農林水産研
究の推進に関する施策」に位置付けられた研究施策
を対象に、毎年度の進捗状況を把握し、研究基本計
画策定後概ね５年目に総合的な評価を実施する。
イ　事業評価
ア　研究制度評価
　産学官の連携、競争的環境の整備等を目的とし
た各種の研究制度について、事前（プレ評価を含
む）・中間・事後の評価を実施する。
イ　研究課題評価
　委託プロジェクト研究、競争的研究資金制度等
における個々の研究課題について、事前（プレ評
価を含む）・中間・事後の評価を実施する。

ウ　追跡調査・検証
　研究終了後、一定期間経過後の研究成果について
の普及・活用状況等の把握及び分析を実施する。
エ　独立行政法人評価
　独立行政法人通則法に基づき、外部の学識経験者
によって構成される独立行政法人評価委員会によ
り、独立行政法人の毎年度の業務実績の評価及び中
期目標期間の業務実績の評価を実施する。

⑵　評価実績の概要
ア　総合評価
　実績なし。
イ　事業評価
ア　研究制度評価
　実績なし。
イ　研究課題評価
　①委託プロジェクト研究について、事前評価
（８課題）、中間評価（５課題）、事後評価（２課
題）を８月に実施した。また、平成24年度予算要
求に係るプレ評価（11課題）を３月に実施した。
②競争的研究資金制度における個々の研究課題に
ついて、３月～４月に事前評価（採択）112課題
（応募課題748課題に対し112課題を採択）を、３
月に中間評価106課題、事後評価77課題を実施し
た。

ウ　追跡調査・検証
　実績なし。
エ　独立行政法人の評価
　独立行政法人評価委員会（農業技術分科会）にお
いて、農業技術分野の４法人の平成21事業年度の業
務実績の評価を８月に実施した。平成21年度の評
価結果は、機関全体の評価としては４法人すべてA
（計画に対して業務が順調に進捗している）となっ
た。また、各独立行政法人の平成21事業年度の財務

諸表の承認等を行った。

５　先端技術の安全性確保のための取組

　遺伝子組換え等農林水産分野における先端技術は、
食料問題、環境問題、医療問題などの解決に貢献する
技術として期待が寄せられている一方で、環境や健康
への影響に対し懸念を示す声もあることから、その成
果を実用化し、社会に還元していくためには、国民へ
の科学的、客観的な情報提供や安全性の確保に関する
研究を進めることが不可欠である。
　遺伝子組換え生物の使用に関しては、平成16年２月
19日に施行された「遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成15
年法律第97号）に基づき、平成22年度においては環境
省と共同で生物多様性影響評価検討会農作物分科会を
10回、同総合検討会を７回開催し、学識経験者から生
物多様性影響評価の意見を聴取した上で、14件の遺伝
子組換え農作物の使用等の承認を行った。
　また、独立行政法人による遺伝子組換え作物の栽培
実験を対象に、交雑防止措置等などを定めている「第
１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」（平成16
年２月局長通知）に基づいて、平成22年度に実施され
た３件の栽培実験について、その栽培状況の報告を受
けると共に、現地調査を行い指針の遵守状況を確認し
た。
　さらに、遺伝子組換え技術に関する科学的、客観的
な情報の提供を目的としたコミュニケーション活動と
して、平成22年度においては、消費者や生産者、大学
生等数十名の参加者とのフェイストゥフェイスによる
意見交換を行う「遺伝子組換え農作物に関するコミュ
ニケーション」（全国51回開催）やホームページを通
じた情報提供活動などを実施した。

６　研究開発基盤の整備・研究交流の推進

⑴　農林水産研究情報総合センター
　農林水産技術会議事務局筑波事務所に設置されてい
る「農林水産研究情報総合センター」は、研究の効率
的な推進を図るため、以下の業務を実施している。
ア　筑波事務所を拠点として全国約100カ所の研究実
施機関を接続する「農林水産省研究ネットワーク
（MAFFIN）」の整備と運営及びアジア太平洋高度
研究情報ネットワーク（APAN）及びユーラシア
横断情報ネットワーク（TEIN3）等、国際情報通
信回線への参画と連携。
イ　高速・大容量計算が可能な計算機資源とアプリ
ケーションを提供する「科学技術計算システム」、
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研究情報交流を円滑化するための「ネットワーク
サービスシステム」及び国内外の農林水産試験研究
情報や図書資料を収集するとともに各種データベー
スを整備し、農林水産研究データベース総合提供サ
イト「AGROPEDIA」の運営。
ウ　国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産技
術会議事務局筑波事務所分館の運営。
　平成22年度末現在における農林水産研究情報総合
センターの利用登録者数は、約11,000名である。ま
た、農林水産省が推進する競争的資金、委託プロ
ジェクト研究等の研究開発を実施している機関等へ
の利用拡大を図るため、提供サービスの具体的な内
容やシステムの利用方法等について積極的にPRを
行った。これにより競争的資金等による利用者につ
いては、約600名になった。

⑵　筑波農林研究交流センター
　筑波農林研究交流センターは、平成元年8月に農林
水産研究に係る産学官の交流の推進や、国際的な研究
交流、人材育成等を行うために、農林水産技術会議事
務局筑波事務所に設置され、以下の業務を実施してい
る。
ア　ワークショップ・セミナーの開催
　平成22年度は、①農林水産研究基盤を強化するた
め、独立行政法人の研究者をコーディネータにワー
クショップや国際シンポジウムを10回、②農林水産
研究者の資質向上のため、外部講師によるセミナー
を4回行った。
イ　産学官連携の推進
　筑波の他機関のコーディネータとのネットワーク
を構築するとともに「農林水産・食品産業の産学官
連携」パンフレットを発行した。
ウ　研修生宿泊施設の管理運営
　農林研究団地の各機関等の会議や研修参加者の共
同利用施設として、研修生宿泊施設の管理運営を
行っており、平成22年度は延べ人数で日本人49,738
人、外国人20,489人の宿泊があった。

７　研究活動の調査・研究成果の広報等

⑴　研究成果の活用に向けた取組
ア　農業新技術200X
　農業の競争力強化、農産物の安定供給・自給率向
上等の課題の解決に向けて、開発された技術を生産
現場に迅速に普及・定着させるため、近年の研究成
果のうち、早急に現場へ普及すべきものを毎年選定
し、公表しているところである。
　平成22年度は、「農業新技術2011」として、「新た

な米粉需要の拡大を促進する水稲品種」、「国産小
麦の用途拡大と安定供給を支える品種」、「ばれい
しょ・かんしょでん粉の加工食品原料への用途変更
を促進する品種」、「低コスト生産を実現する加工用
ほうれんそうの機械化栽培体系」、「貯蔵用・樹上完
熟ウンシュウミカンの浮皮軽減技術」、「草地・飼料
畑の生産性向上に資する飼料作物新品種」を選定
し、関係機関相互の緊密な連携の下、現場への迅速
な普及に向けた取組を実施した。
イ　アグリビジネス創出フェア
　農林水産・食品産業分野の研究成果の実用化・産
業化を一層推進するために、農林水産・食品産業分
野の最新の技術を有する全国の研究機関等が一堂に
会し、情報交換や連携促進を行う機会として技術交
流展示会を開催している。
　「アグリビジネス創出フェア2010」は、「ひろがる
チャンス！実らせよう産学官連携」をテーマに、平
成22年11月24日～ 26日に千葉県の幕張メッセにて
開催し、出展者による技術の展示やプレゼンテー
ションのほか、各種のセミナーや講演、シンポジウ
ムなどを実施した。また、平成21年度に引き続き、
本フェアを農業等の技術を有する企業主体の展示
会「アグロ・イノベーション2010」と隣接会場で同
時開催し、研究開発から普及・実用化に至るまでの
様々なステージにおけるマッチングを促した。
　なお、出展者数は182団体、参加者数は26,854人
であった。
ウ　地域マッチングフォーラム
　農業現場のニーズを踏まえた農業研究の推進と、
研究成果の農業現場等への迅速な還元・実用化を促
進するため、研究者、普及指導員、行政担当者及び
生産者等が意見・情報の交換を行うものである。
　平成22年度は、北海道、青森県、東京都、新潟
県、愛知県、滋賀県、香川県及び福岡県の８カ所で
実施した。

⑵　農林認定制度
　育種研究の成果である農作物品種の普及に資するた
め「農林水産省の委託等により育成した農作物品種の
認定について（平成20年１月31日付け19農会第1003号
農林水産技術会議事務局長通知）」に基づき、平成22
年度は14作物17品種を認定した。これらの品種名、登
録番号は以下のとおりである。
【水稲】
げんきまる（水稲農林439号）
【小麦】
東海103号（小麦農林173号）
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【皮麦】
カシマゴール（皮麦農林39号）
【ばれいしょ】
コナユキ（ばれいしょ農林62号）
さんじゅう丸（ばれいしょ農林63号）
【だいず】
ユキホマレＲ（だいず農林140号）
シュウレイ（だいず農林141号）
【あずき】
きたあすか（あずき農林18号）
【さとうきび】
Ni28（さとうきび農林28号）
Ni29（さとうきび農林29号）
【茶】
さえあかり（茶農林55号）
【とうがらし】
台パワー（とうがらし農林台４号）
【うめ】
露茜（うめ農林３号）
【カーネーション】
花恋ルージュ（カーネーション農林３号）
【ペレニアルライグラス】
ヤツユメ（ペレニアルライグラス農林８号）
【アカクローバ】
北海13号（アカクローバ農林６号）
【とうもろこし】
タカネフドウ（とうもろこし農林交68号）

⑶　調査活動
ア　研究活動調査
　研究活動調査では、農林水産関係試験研究機関に
おける研究活動の実態を把握するため、国、独立行
政法人及び都道府県の農林水産試験研究機関の人
員、資金等及び試験研究課題、試験研究業績の概要
を調査した。
イ　海外調査
　海外調査では、農林水産分野で緊急度が高く国内
で把握困難な事項について、海外の先進的な技術開
発及び研究動向を的確に把握し、我が国の農林水産
関係試験研究の効率的な推進に資するため、平成22
年度は、「カナダにおける木質バイオマス液化技術
の現状と動向に関する現地調査」及び「ヨーロッパ
における動物用医薬品に適応可能な新技術の開発状
況及び新技術を利用した動物用医薬品の規制状況調
査」を実施した。

⑷　広報活動
　平成22年度の広報活動は、生産者、消費者、青少年、

マスコミ等の対象者をより明確にし、効果的、効率的
に実施した。
ア　ホームページ
　農林水産技術会議事務局のホームページを運営
し、農林水産業の技術開発に係わる行政施策、研究
成果等の情報発信を行った。
イ　2010年農林水産研究成果10大トピックス
　民間、大学、公立試験研究機関、独立行政法人研
究機関の研究成果のうち、平成22年中に新聞に記事
掲載された研究成果の中から、内容が優れ、社会的
関心の高い成果10課題を選定・公表した。
ウ　食と農の研究メールマガジン
　生産者、普及関係者、研究者、消費者等に向けて
食と農に関する研究成果や研究施策等の情報を迅速
に提供するため「食と農の研究メールマガジン」を
発行した。配信は月２回。配信数は8,902名（平成
23年３月15日時点）。
エ　農林水産省広報誌「aff」への記事掲載
　農林水産省広報誌「aff（あふ）」に、暮らしに役
立つ農林水産分野の研究成果を紹介するコーナー
「affラボ」として毎月掲載を行った。

第２節　農林水産研究開発の実施

１　プロジェクト研究等

⑴　地域内資源を循環利用する省資源型農業確立のた
めの研究開発
（平成21 ～ 22年度）（予算額　１億9,882万円）

　近年の原油・肥料原料等の価格高騰や環境負荷低減
の観点から、化学肥料や化学農薬の使用量を削減し、
農業の自然循環機能を増進するための技術開発が求め
られている。また有機農業推進法の制定を受け、有機
農業の推進に関する基本方針では有機農業の推進に資
する研究開発を促進することとしている。
　このため、①家畜ふんなどの有機資材の肥料として
の有効活用技術の開発、②土壌蓄積養分の有効利用に
よる省化学肥料技術の開発、③先進的有機農業技術の
科学的な分析などを実施した。
⑵　低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供

給技術の開発
（平成18 ～ 22年度）（予算額 ３億4,778万円）

　食の外部化に対応した国産農産物の需要確保のた
め、加工適性が高く、低コストで適時調達が可能な加
工・業務用農産物の生産技術を開発する必要がある。
　このため、①輸入品に対して優位性を発揮できる高
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品質な加工・業務用農産物の開発、②超省力・低コス
ト化技術確立による生産性の飛躍的向上のための技術
開発、③米粉利用を加速化する基盤技術の開発などを
実施した。
⑶　水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技

術の開発
（平成22 ～ 26年度）（予算額 ６億401万円）

　食料自給率向上を目的とし、水田の汎用化と周年に
わたる高度利用を図るため、麦等の冬作物の高品質化
と生産拡大、湿害等の水田特有の問題を克服し生産力
を最大限に高めるための技術開発が求められている。
　このため、①パン・中華めん用の高品質な小麦品
種、暖地向けなたね等の冬作物品種の開発、②生産性
を飛躍的に向上させる水田高度化技術の開発及びそれ
を利用した高度集約型水田輪作体系の構築、③土地利
用型作物の生産コストを半減する超低コスト生産技術
体系の確立についての研究を行った。
⑷　自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化

技術の開発
（平成22 ～ 26年度）（予算額 ５億4,497万円）

　我が国は輸入飼料への依存度が高いため、輸入トウ
モロコシを飼料用米で代替すること等により、飼料自
給率を向上させ、国内における畜産物の安定供給を確
保する必要がある。
　このため、①食用米と識別性がある超多収飼料用
米・飼料作物の品種育成、②持続的で低コストな飼料
生産技術の開発、③飼料用米多給を中心とした高付加
価値畜産物生産技術の開発、④自給飼料の広域流通技
術の開発を行った。
⑸　農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシ

ステムの開発
（平成22 ～ 26年度）（予算額 ３億4,806万円）

　農業就業人口の大幅な減少や高齢化の進行に対応し
て、きつい、危険な農業の労働環境を改善し新規参入
者の円滑な営農等に対処するためには、農作業の負担
を軽減する技術開発を行う必要がある。
　このため、①土地利用型農業における各種農作業を
自動化する技術の開発、②施設園芸における各種作業
の軽労化や省エネ技術の開発、③篤農家等の持つ技術
を継承するシステムの開発、④条件不利地における
農作業をアシストするための技術の開発、⑤農業自動
化・農作業アシストシステムを支える基盤技術の開発
についての研究を行った。
⑹　鳥インフルエンザ、BSE等の効率的なリスク管

理技術の開発
（平成20 ～ 24年度）（予算額　５億8,713万円）

　鳥インフルエンザ、BSE等の家畜伝染病について
は、ヒトの重要疾病への移行リスクを低減させる観点
から、家畜での発生段階で、早期の疾病制圧、蔓延防
止施策が講じられている。しかし、これらの施策は多
大な人員・予算を要し、また防疫措置の対象となる畜
産農家等の経済損出も大きい。
　このため、これらの防疫措置にかかる行政コスト及
び農家の経済損失の低減を図るため、①鳥インフルエ
ンザ及び蚊やダニによって媒介される人獣共通感染症
の効率的な防疫技術の開発、②BSE対策のための基礎
的知見の収集、高精度検査法の開発及び肉骨粉等のリ
スク低減技術の開発に関する研究を行った。
⑺　環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術

の開発
　　　（平成19 ～ 23年度）（予算額　１億4,263万円）
　マイワシやサバ類の大規模個体数変動（魚種交替）
やミズクラゲ等有害生物の大発生の背景には、海洋生
態系における食物連鎖の変化を通じた物質循環の変化
があることが指摘されているが、現時点ではそれらの
機構は解明されておらず、大発生の予測や制御を通じ
た資源の安定的利用や漁業被害の発生を防ぐには至っ
ていない。
　このため、①生態系遷移を引き起こす物理環境変動
とその要因解明、②環境変動に伴う低次生態系構造変
化機構の解明、③魚種交替機構に関与する生理生態要
因の解明、④魚種交替モデルの構築と資源管理への展
開、⑤ミズクラゲ発生機構の解明、⑥ミズクラゲ発生
予測・制御技術の開発、⑦大型クラゲの発生予測・制
御技術の検討について研究を実施し、魚種交替を4年
程度前に予測する技術、クラゲ幼生の着底を促進ある
いは阻害する基礎技術等を開発した。

⑻　ウナギの種苗生産技術の開発
　　（平成17年～ 23年度）（予算額　１億3,405万円）
　日本人に好まれるウナギを安定的に供給するととも
に、国内のウナギ養殖業の経営安定化に資するために
は、採捕量が激減している天然シラスウナギに頼らな
い種苗の安定供給システムを構築する必要がある。
　このため、人工飼育が困難なウナギの種苗生産技術
の開発に取り組み、平成22年４月には、人工ふ化させ
たウナギを親として、次世代の稚魚が実験室において
得られた。これにより、世界初となるウナギの完全養
殖に成功し、シラスウナギの量産化に向けた基盤技術
が確立した。また、①良質卵の安定大量生産技術の開
発、②量産化のための飼育システムの開発について研
究を実施し、卵からシラスウナギまでの人工飼育の生
残率を平成19年比で10倍以上に向上した。
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⑼　生産・流通・加工工程における体系的な危害要因
の特性解明とリスク低減技術の開発
（平成20 ～ 24年度）（予算額　４億5,545万円）

　農畜水産物の安全性を確保するためには、生産・流
通・加工の各工程におけるリスク低減技術を組み合わ
せることで、危害要因によるリスクを最小限に抑える
ことが不可欠である。
　このため、ヒ素、カドミウム、残留性有機汚染物
質（POPs）、カビ毒（デオキシニバレノール、ニバレ
ノール）、病原微生物といった重要度の高い危害要因
を対象に、生産・流通・加工工程における動態の解明
や簡易で迅速な検出技術の開発、現場で実施可能なリ
スク低減技術の開発に関する研究を行った。
⑽　地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発

（平成19 ～ 23年度）（予算額　15億303万円）
　バイオマス・ニッポン総合戦略（平成14年12月閣議
決定、平成18年度改定）等に基づき、輸送用バイオ燃
料の利用や林地残材等の未利用バイオマスの利用を促
進するため、原料となるバイオマスの低コストで安定
的な供給や効率的で多様なエネルギーへの変換技術の
開発が必要である。
　このため、①国産バイオ燃料への利用に向けた資源
作物の育成と低コスト栽培技術等の開発、②低コス
ト・高効率なエタノール変換技術の開発、③バイオマ
スの燃料利用とマテリアル利用を総合的に行うバイオ
マス利用モデルの構築、④農作物非食用部等未利用の
バイオマスの特性を活かしたバイオマスマテリアル製
造技術の開発に加え、⑤高いCO2吸収効果が期待でき
る微細藻類の利用技術の開発、⑥バイオ炭化水素製造
技術の開発、⑦バイオオイル製造技術の開発に新たに
取り組んだ。
⑾　農林水産分野における地球温暖化対策のための緩

和及び適応技術の開発
（平成22 ～ 26年度）（予算額　６億7,339万円）

　我が国の温暖化ガス排出量削減目標の達成に向け
て、農林水産分野における温室効果ガス（二酸化炭
素、メタン、一酸化二窒素）の排出量の削減や吸収機
能の向上が喫緊の課題となっている。また、温暖化の
進行に適応した農林水産物の収量や品質等の安定化が
求められている。
　このため、①農林水産分野における温室効果ガスの
発生・吸収メカニズムの解明、②温室効果ガスの排出
を削減させる技術の開発、③森林や農地土壌などの吸
収機能を向上させる技術の開発に取り組んだ。また、
④気候変動モデルを用いた精度の高い収量・品質予測
モデルや水資源予測モデル等を開発し、温暖化の農林

水産物への影響評価を行うとともに、⑤温暖化の進行
に適応した生産安定技術の開発に取り組んだ。
⑿　農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開

発
　　 （平成20 ～ 23年度）（予算額１億9,295万円）

　環境保全型農業等の生物多様性の保全に資する農法
を効果的に推進するためには、これらの農法により得
られる生物多様性保全効果を、定量的、科学的に評価
できる指標及び評価手法を開発する必要がある。
　このため、生物多様性が異なる全国各地域で①水田
及び主要な果樹、野菜を対象に慣行農業と環境保全型
農業等において昆虫相を中心に調査し、②後者に特異
的に現れる生物を指標の候補として選抜した。また、
③これらの指標候補を用い、環境保全型農業等の取り
組み効果を評価する手法を考案した。さらに、④指標
の簡便な調査手法を開発するため、新規トラップ等の
開発を行うとともに、⑤国土全体の生物多様性の把握
に資するため、指標候補の適用可能範囲の推定、農法
などの変化による分布変化の推定方法を開発した。　

⒀　新農業展開ゲノムプロジェクト
（平成20 ～ 24年度）（予算額　32億7,705万７千円）
　これまでにイネのゲノム解析や有用遺伝子の機能解
明等の研究を実施し、我が国主導の国際研究により全
塩基配列を決定するとともに、遺伝子の機能解明手法
の確立等を図ってきたところである。
　今後特に重要性が高まると予想される食料、環境、
エネルギー問題の解決にターゲットを絞って遺伝子の
機能解明を加速化するとともに、ゲノム解読技術や遺
伝子を活用する技術を駆使して、これらの問題解決に
貢献する超多収作物、不良環境耐性作物、環境浄化作
物等の作出に関する研究を行った。
　さらに、遺伝子組換え作物について、生物多様性影
響評価手法の開発、一般栽培作物との交雑を防止する
技術や栽培管理技術の開発を行った。
⒁　農林水産生物ゲノム情報統合データベースの構築
（平成18 ～ 22年度）（予算額　６億3,870万１千円）
　イネゲノムの完全解読の達成やカイコゲノムの概要
解読など、農林水産生物のゲノムや遺伝子が次々に解
読され、ゲノム情報量は過去９年で約20倍に増加し
た。当該情報の利用者は基礎研究の枠を超え、応用・
実用場面でのニーズも急増して来ている。
　このため、そのような増大するニーズに応え利用者
の利便性を向上するために、研究プロジェクトごとに
個別に存在する専門的なデータベースを、高度な検索
システムを備えた統合データベースに構築する取組を
平成18年度より推進している。平成22年度までに統合
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データベースの整備として、ウェブ等を通じて提供さ
れているゲノム情報を統合する際に必要なデータ統合
プラットフォームのプロトタイプ及び統合データベー
スアクセス解析システムの試験公開、更新を実施し
た。また他生物ゲノム情報等とのリンクによる高精度
情報検索システムについては、ゲノム関連のデータ
ベースの一元化、情報検索の高度化・高精度化、自動
類似性検索システムの作成・整備を実施した。
⒂　動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開

発
（平成17 ～ 23年度）（予算額　３億7,404万円）

　動物・昆虫ゲノム研究については、これまでに培わ
れた成果を活かし、研究に取り組んできたところであ
るが、今後、国民への成果還元の視点を重視した研究
の推進が求められている。
　このため、遺伝子組換えカイコを利用した有用物質
生産技術の確立や、医学研究に貢献する疾患モデルブ
タの開発など、新産業の創出に資する研究を行った。
⒃　生物の光応答メカニズムの解明と省エネルギー、

コスト削減利用技術の開発
（平成21 ～ 25年度）（予算額　３億4,000万円）

　農林水産分野においては、これまでも電照菊、防蛾
灯、集魚灯など光を利用した技術が利用されてきた
が、これらは経験的な水準に留まっていた。
　近年、光の波長等をコントロールできるＬＥＤ（発
光ダイオード）の開発や生理現象の解析手法の進展に
より、生物の光に対する反応を科学的に解明し、制御
することが可能となってきたことから、これら最新の
技術を用いて、植物・害虫等の光への反応を解析する
とともに、その成果を基にした作物の品質安定化技術
や害虫の誘引・忌避技術等新たな光利用技術の体系
化、高度化を図る研究を行った。
⒄　食品・農産物の表示の信頼性確保と機能性解析の

ための基盤技術の開発
（平成18 ～ 22年度）（予算額　２億7,993万円）

　食品や農産物の品種や原産地等の表示の信頼性につ
いて消費者の関心が高まる中で、表示の真偽を科学的
に証明する分析技術の開発が求められている。一方、
少子高齢化や生活習慣病の増加を背景として、食品や
農産物の機能性について関心が高まっている。
　このため、食品表示の信頼性確保に資する産地、生
産履歴情報、品種等の高度偽造防止技術の開発、バラ
ンスのとれた食生活による健康の維持増進を目的とし
たニュートリゲノミクス等の活用による食品や農産物
の機能性を総合的に評価・管理するための基盤技術の
開発等に関する研究を行った。

⒅　食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発
（平成19 ～ 23年度）（予算額　１億2,780万円）

　ナノテクノロジーによる食品素材の超微粒子加工技
術は、食品の高付加価値化や国内農産物の有効利用を
通じた自給率向上などへの貢献が期待される新しい技
術であるが、微粒子化した食品素材やそれを使った食
品の機能性及び特性については、未解明な部分が多い。
　このため、食品素材の超微粒子加工技術及びナノス
ケール計測技術の開発とともに、超微粒子食品素材の
新機能の解明、加工適性及び安全性の検証等、食品分
野におけるナノテクノロジーの利用に関する研究を
行った。
⒆　土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術

の開発
（平成18 ～ 22年度）（予算額9,474万円）

　環境と調和した高品質な作物生産を行うためには、
安定した地力の確保、連作障害等の克服が重要であ
り、そのためには、有機質肥料からの養分供給や土壌
病害の発生に重要な役割を果たしている土壌微生物相
を評価するための手法の開発が必要である。
　このため、①eDNA（土壌から培養過程を経ずに得
たDNA）に基づく土壌微生物相の解析手法を開発・
標準化し、②本手法の解析結果から、土壌農薬の残効
性の推定や土壌病害発生程度の予測が可能なことを示
した。また、本手法が広く一般に活用されるよう、③
解析手法、活用法を示したマニュアルを作成するとと
もに、④さらに精度の高いデータ解析が行えるよう解
析結果を蓄積するためのデータベースを構築し、web
上で公開した。

⒇　アグリ・ヘルス実用化研究促進プロジェクト
（平成22 ～ 26年度）（予算額　５億4,797万円６千円）
　農業の持つ潜在力を発輝して、農業・農村の活性化
を図り、我が国経済全体の活性化につなげていくため
には、異分野連携による新産業創造の動きを更に後押
しする必要があり、農林水産物、副産物を原料とする
新素材の開発及び実用化を一層進めていくことが重要
である。
　このため、国民病となっているスギ花粉症に対応す
るためコメの形のスギ花粉症治療薬等の医薬品作物、
カイコを用いた医療用新素材等について、有効性・安
全性の評価試験等を行った。

２　競争的資金等

⑴　イノベーション創出基礎的研究推進事業
（平成20 ～ 27年度）（予算額　59億9,427万３千円）
　農林水産業・食品産業等におけるイノベーションに
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つながる革新的な技術シーズを創出するための基礎研
究及び開発された技術シーズを実用化に向けて発展さ
せるための研究開発を提案公募により実施している。
　平成22年度は新規24課題を採択し、前身事業であ
る「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」
及び「生物系産業創出のための異分野融合研究支援事
業」において平成19年度以前に採択された継続107課
題と併せ、131課題を実施した。
⑵　新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
（平成20 ～ 27年度）（予算額　61億8,344万８千円）
　農林水産業･食品産業の発展や地域活性化などの農
林水産政策の推進及び現場における課題の解決を図る
ため、実用化に向けた技術開発を提案公募方式により
推進している。
　平成22年度は90課題を新規に採択し（応募数425課
題）、平成21年度以前に採択した継続154課題と併せ、
244課題を実施した。

⑶　地域における産学連携支援事業
（平成22 ～ 27年度）（予算額　199,750千円）

　農林水産・食品産業分野における研究開発に対し、
他産業分野を含む多様な機関の参画を促し、産学官が
連携した技術革新に繋がる研究開発を推進し、研究
成果を活用した新産業の創出や、農林水産・食品産業
分野の産業規模の拡大を図るため、同分野の研究に関
わる専門家を、「農林水産省産学官連携事業コーディ
ネーター」（以下コーディネーターと記す）として全
国で活動させ、産学連携活動の支援（研究シーズの発
掘支援、競争的資金の提案書のブラッシュアップ支援
等）を実施した。平成22年度は、全国の７機関に16名
のコーディネーターを常駐させるとともに、多様な
分野を専門とする大学教授等計105名を非常勤のコー
ディネーターとして業務委嘱し、計121名の専門家に
よる産学連携の支援体制を構築した。
　また、この支援体制を強化するため、地域の大学、
企業、研究機関等において、産学連携活動を行う者等
を対象に、農林水産・食品産業分野における産学連携
支援人材を育成する研修を実施し、コーディネーター
のネットワーク構築を支援した。

３　国 際 研 究

地球規模課題国際研究ネットワーク事業
　　　（平成22 ～ 24年度）（予算額　6,600万円）

　我が国が対応すべき地球規模課題解決のため、国際
研究に取り組む我が国研究機関のネットワークの形成
を推進するとともに、海外機関との国際共同研究、
ワークショップ開催等を実施する事業。

　平成22年度は、「我が国の農林水産国際研究ネット
ワークの展開方向」をテーマに国際シンポジウムを開
催すると共に、地球規模課題解決に向けた国際共同研
究として、「ゲノミクス利用によるイネの昆虫媒介性
ウイルス病抑制のための研究開発」、「東南アジアにお
ける畜産・水田からの温室効果ガス排出削減技術の導
入とその評価」及び「食料安全保障強化に向けたサゴ
ヤシ澱粉の持続生産と利活用に関する戦略的総合研究
プロジェクト」の３課題を実施した。

４　民間研究促進

民間実用化研究促進事業
（平成22年度計画額　17億円）

　農林水産業、食品産業、醸造業等の向上に資する画
期的な生物系特定産業技術の開発を促進することを目
的として、農山漁村の６次産業化に資する実用化段階
の技術開発及び実証試験を民間企業に委託することに
より実施している。
　平成22年度は、継続６課題と併せ、９課題を実施し
た。

５　指定試験事業

（平成18 ～ 22年度）（予算額　８億5,512万円）
　指定試験事業は、国が行う試験研究の一環であっ
て、農業に関する試験及び研究を行う独立行政法人の
置かれている立地条件から実施が困難なものについ
て、適地の都道府県等の試験研究機関を指定し、委託
実施しているものである。
ア　品種改良試験
ア　育種試験
　交配などの方法で遺伝的な変異をつくり出し
て、そのなかから優れたものを選ぶもので、平成
22年度は41か所で実施した。
イ　特性検定試験
　育種試験地では検定の困難な耐病虫性等の主要
特性について育成の途上で行うもので、平成22年
度は60か所で実施した。
ウ　系統適応性検定試験
　育種試験地では検定の困難な地域適応性につい
て育成の途上で行うもので、平成22年度は133か
所で実施した。
エ　世代促進試験
　初期世代について年に２回栽培することによ
り、優良品種の早期育成を図るもので、平成22年
度は４か所で実施した。
オ　育種高度化緊急促進事業
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　育種の効率化を図るため、品種育成の初期の段
階から成分・品質等の特性評価を行うもので、平
成22年度は41か所で実施した。

イ　重要課題対応試験
ア　環境負荷物質の動態解明
　農業の環境への負荷低減と持続的な農業生産に
向けた環境保全型農業技術体系を確立するため、
有機性資源の循環利用下で、硝酸性窒素等の農地
外への流亡や作物による利用など、環境負荷物質
の動態解明とその制御技術について、平成22年度
は４か所で実施した。
イ　緊急重要技術開発及び持続型農業技術開発
　南方系侵入害虫の蔓延防止技術や特殊害虫の根
絶技術など、国として緊急に取り組む必要のある
重要技術の開発や、弱毒ウイルス、フェロモン等
の利用技術の開発等、環境と調和のとれた農業生
産を図るための技術開発について、平成22年度は
４か所で実施した。

６　地域農業技術開発

沖縄県試験研究機関整備事業
（平成22年度予算額　4,794万１千円）

ア　沖縄県農林業関係試験研究機関整備事業
　沖縄県の農林業振興のために必要な農林業関係試
験研究機関の整備について農業改良助長法、森林法
及び沖縄振興特別措置法に基づき助成した。

（補助率施設9.5/10、備品1/2）
イ　沖縄県水産試験場整備事業
　沖縄県の水産業振興のために必要な水産試験場の
整備について助成した。

（補助率1/2）

７ 地球環境保全等試験研究費等による研究
の推進

⑴　地球環境保全等試験研究費（環境省一括計上）
（予算額　１億7,809万円）

　関係府省の試験研究機関が実施する地球環境の保全
に関する試験研究費（地球環境保全試験研究費）、公
害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する試験
研究費（公害防止等試験研究費）を「地球環境保全等
試験研究費」として環境省が一括して予算計上し、そ
の配分を通じて国の環境保全に関する試験研究の総合
調整を図っている。
　平成22年度は、当省所管の研究機関において18課題
について研究を実施した。
【主な研究課題】

○公害防止等試験研究費（16課題）
・バイオマスプラスチックのオンサイト分解制御技術
の開発と環境リスク評価
・小笠原諸島における帰化生物排除後の森林の順応的
管理手法の開発
・湿原流域の変容の監視手法の確立と生態系修復のた
めの調和的管理手法の開発
・海産生物に対する毒性影響を指標とした防汚物質ピ
リジントリフェニルボランの海洋生態リスク評価に
関する研究
・レブンアツモリソウをモデルとした人を含む在来生
態系と共生できる絶滅危惧種自生地の復元技術の研
究等
○地球環境保全試験研究費（２課題）
・温暖化適応策導出のための長期森林動態データを活
用した東アジア森林生態系炭素収支観測ネットワー
クの構築
・アジア陸域炭素循環観測のための長期生態系モニタ
リングとデータのネットワーク化促進に関する研究

⑵　環境研究総合推進費（環境省競争的研究資金）
（予算額　２億8,981万円）

　環境研究総合推進費は、人類の生存基盤に深刻かつ
重大な影響を及ぼす地球環境問題について、学際的・
国際的な観点から総合的に調査研究を推進し、地球
環境の保全に資することを目的としている。研究分野
は、①オゾン層の破壊、②地球の温暖化、③酸性雨等
越境大気汚染、④海洋汚染、⑤自然資源の劣化、⑥地
球環境保全のための社会・政策研究、⑦その他の地球
環境問題、の７分野であり、環境省が研究課題を公募
し実施している研究資金である。
　平成22年度は、当省所管の研究機関において10課題
について研究を実施した。このうち、平成22年度から
新たに研究を開始したものは３課題であり、下記のと
おりである。
・野草類の土壌環境に対する生育適性の評価と再生技
術の開発
・東南アジアにおける違法伐採・産地偽装対策のため
のチーク産地判別システムの開発
・温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究
⑶　原子力関係試験研究費（文部科学省一括計上）
ア　原子力試験研究費

（予算額　8,045千円）
　原子力試験研究は、「原子力政策大綱」（平成17年
10月11日原子力委員会決定）にのっとり、原子力の
基礎的・基盤的研究を行ってきている。農林水産省
では、アレルゲン性等を指標とした放射線照射食品
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の健全性評価に関する研究等を実施しており、平成
22年度は、２独立行政法人において、２課題を実施
した。
イ　放射能調査研究費

（予算額　133,698千円）
　放射能・放射線に対する国民の安全を確保し、安
心感を醸成するため、作物（米麦子実）、土壌（水
田及び畑）、牛乳、飼料及び海産物の放射能水準の
経年調査等を継続して実施した。
　また、平成23年３月に発生した東京電力福島第一
原子力発電所の事故に際し、緊急調査を実施した。

第３節　国際研究交流の推進

１　多国間交流

　国際農業研究協議グループ（CGIAR）等と連携し
た人材育成事業として、次の２件を実施した。

⑴　国際共同研究人材育成推進・支援事業
（平成21 ～ 25年度）（予算額　2,238万円）

　将来の国際研究交流や海外との共同研究を遂行する
ための能力を備えた研究者等の育成を目指し、我が国
の若手研究者を国際農業研究機関に派遣した。平成22
年度においては、新規、継続合わせて６名の長期派遣
及び11名の短期派遣を行った。

⑵　アフリカ農業研究者能力構築事業
（平成18 ～ 22年度）（予算額　1,356万６千円）

　アフリカ農業研究者の能力構築を推進するため、
CGIARセンター等でアフリカ農業研究を行っている
我が国の農業研究者の下にアフリカの研究者を招へい
し、オン・ザ・ジョブ・トレーニングを実施した。平
成22年度については、７名の日本人研究者の下に19名
のアフリカ人研究者の招へいを行った。

２　二国間交流

⑴　米国
　天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）に
基づく日米合同専門部会が現在18あり、そのうち５部
会が当省と関わっている。日米合同部会は毎年日米交
互に開催されており、平成22年度は、水産増養殖に関
する合同部会が我が国で、家畜家禽疾病、食品・農業
及び有毒微生物に関する合同部会が米国でそれぞれ開
催され、各分野の研究について情報・意見交換を行っ
た。

⑵　中国
　第29回日中農業科学技術交流グループ会議が北京で

開催され、平成22年度において１件の共同研究（中国
の条件不利地域における低投入環境調和型経営システ
ムの構築）、２件の考察団の日本からの派遣、２件の
考察団の中国からの受入等を実施することを確認した。
　また、日中双方の関心議題として、日本側より「農
業分野における温暖化の影響と対応策」の説明を行っ
た。

⑶　韓国
　日韓農林水産技術協力委員会（第43次会議）が東京
で開催され、双方代表は、試験研究の動向、共同研究
の実績評価と今後の計画について、説明し、韓国側か
ら新規に提案された共同研究課題に対して、共同して
取り組むことで意見の一致をみた。
　また、双方から、農林水産分野における気候変動及
び生物多様性に対応するための日韓協力について説明
し、意見交換を行った。

⑷　その他（科学技術協力協定）
　平成22年度は、ニュージーランド、ブラジル、オラ
ンダとの間で開催された科学技術協力協定に基づく合
同委員会に出席した。

３　若手外国人農林水産研究者表彰

　平成22年度はアジア、アフリカ地域を中心に33名
（うち男性22名、女性11名）の応募があった。国際研
究に関する有識者で構成される選考委員会を経て、３
名に農林水産技術会議会長賞を授与した。

４ （独）国際協力機構（JICA）を通じた技術
協力

　技術会議事務局所管の研究独立行政法人から、平成
22年度において派遣された長期専門家は新規、継続合
わせて５名、短期専門家は28名であった。また、所管
の研究独立行政法人において海外研修員45名を受け入
れた。
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第１節　機構及び定員

　地方農政局は、現場により近いところで農業や農村
等の実態を迅速かつ的確に把握し、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、農政の推進に取り組んでいる。

１　総　　　論

　地方農政局は、内部組織である企画調整室、総務
部、消費・安全部、食糧部、生産経営流通部、農村計
画部、整備部、統計部及び分掌機関である地方農政事
務所、統計・情報センター、事業所等から構成され
る。（表１）
　また、地方農政局では、生産や消費の現場により近
い国の機関として、
①　消費者行政の実施と食品の安全性の確保のための
監視・指導
②　食品産業行政の推進

③　主要食糧業務の実施
④　生産及び経営を通じた農業施策の一体的な推進
⑤　農協等の検査・指導
⑥　農業農村整備事業等の実施・指導・助成
⑦　農村及び中山間地域の振興
⑧　食料・農業・農村に関する施策の普及・地域の実
態の把握・分析・提供
等について、地域の実情に合った各般の施策を実施し
ている。

２　定　　　員

　平成21年度末において地方農政局（北海道農政事務
所）全体で１万4,250人であったが、平成22年度末定
員は１万3,211人となった。（表２）

３　事 業 所 等

　事業の着手に伴い、平成22年度から３事業所が新設
されたとともに、事業の完了に伴って、平成22年度末
までに３事業所が廃止されたところである。（表３）

第10章　地方農政局

地 方 農 政 局

地 方 農 政 事 務 所

統計・情報センター

局 長 企 画 調 整 室 総 務 部 消費・安全部 食 糧 部 生産経営流通部 農 村 計 画 部 整 備 部 統 計 部
統計・情報センター

部 長 部 長 部 長 部 長 部 長 部 長 部 長
事 務 所 ・ 事 業 所

次 長 次 長 次 長 次 長 次 長
建設所・支所・管理所

次 長 （注1） （注2）

（ ２ 人 ） 総 務 課 消費生活課 食糧調整課 農 産 課 農村振興課 設 計 課 統計調整課

人 事 課 表示･規格課 会 計 室 園芸特産課 土地改良管理課 事業調整室 統計企画課

会 計 課 安全管理課 計 画 課 畜 産 課 資 源 課 用 地 課 経営･構造統計課

厚 生 課 地 域 課 消費流通課 担い手育成課 事業計画課 水利整備課 生産流通消費統計課

情報推進課 （注4） 食糧貿易課 構造改善課 農地整備課

検 査 課 （注3） 経営支援課 地域整備課

食 品 課 防 災 課

注１：消費・安全部次長は３局（関東、近畿、九州）に設置
注２：整備部次長は九州にあっては２人を設置
注３：食糧貿易課は２局（東北，東海）に設置
注４：各地方農政局の地域課の設置数は４課(関東、北陸、近畿にあっては３課)

表１　地方農政局の機構図
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組 織 15年度末 16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 22年度末

地 方 農 政 局 18,343人 17,894人 17,362人 16,860人 15,781人 14,693人 13,647人 12,616人

北 海 道 農 政 事 務 所 454人 419人 404人 761人 706人 654人 603人 595人

北海道統計・情報事務所 429人 425人 410人

合 計 19,226人 18,738人 18,176人 17,621人 16,487人 15,347人 14,250人 13,211人

※組織再編（H15.７.1）により、食糧事務所を廃止し地方農政事務所を設置。（北海道においては、北海道農政事務所を設置。）

※組織再編（H15.７.1）により、統計情報事務所・出張所を統計・情報センタ－に改編。（北海道においては、北海道統計情報事務所を北海道統計・情報事務所に改編。）

※組織再編（H18.4.1）により、地方農政事務所と統計・情報センタ－を統合。(北海道においては、北海道農政事務所と北海道統計・情報事務所を統合。）

第２節　地方農政局

１　東北農政局

⑴　東日本大震災
ア　東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事
故の発生
　平成23年３月11日午後２時46分、三陸沖を震源と
するマグニチュード9.0と国内観測史上最大の東北
地方太平洋沖地震が発生し、この地震は東日本の広
い範囲に大きな被害をもたらしたことから、地震被
害について東日本大震災とされた。
　この地震では、太平洋岸を中心に大津波が発生
し、特に東北から関東地方沿岸では壊滅的な被害を
もたらすとともに、地震の揺れと地盤の液状化や沈
下により東北から関東地方の広範囲で被害が発生し
た。
　また、この震災により３月11日東京電力福島第一
原子力発電所において全電源の喪失により原子炉を
冷却できなくなり３月12日～ 15日に１～３号機が
水素爆発を起こし、放射性物質を放出する事故が発
生した。

表４　東北地方太平洋沖地震の概要（気象庁調べ）

１　発生日時：平成23年３月11日14時46分
２　震源：三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島
の東南東130km付近

３　深さ：24km
４　地震の規模：Ｍ9.0
５　各地の震度：（震度６以上）
　　震度７以上　宮城県北部
震度６強　宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通

り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南部
震度６弱　岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部福

島県会津、群馬県南部、埼玉県南部、千葉
県北西部

６　津波：津波の観測地（検潮所）
宮　古　最大波11日15時26分　8.5m以上
大船渡　最大波11日15時18分　8.0m以上
相　馬　最大波11日15時50分　7.3m以上

イ　農林水産業への被害と対応
　東日本大震災により、東北地方の農林水産施設も
地震被害と併せ、特に沿岸部では津波により漁業・
農業とも壊滅的な被害を受けた。
　岩手県では漁業を中心に被害があり、約１千
800haの農地が冠水。宮城県では、農業・漁業とも
壊滅的な被害を受け、特に沿岸部の仙台平野では約
１万５千haの農地が冠水。福島県でも農業・漁業
とも壊滅的な被害を受け、約６千haの農地が冠水
したほか、内陸部でダムの決壊、パイプラインの破

表２　定　員　関　係

表３　平成22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 赤川農業水利事業所 大崎農業水利事務所

庄内あさひ農地保全事業所

関 東 印旛沼二期農業水利事業所

近 畿 新湖北農業水利事業所

野洲川沿岸農地防災事業所
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損等の被害を受けた。
　東北農政局では３月11日に東北農政局災害対策本
部を設置し、農林水産省のチャーターしたヘリコプ
ターで食料の空輸を行うとともに、市町村等の自治
機能が低下し連絡手段を損失している状況にあった
ため、県と調整の上、現地事務所及び通勤困難職員
が近隣の避難所において食料調達・配送や炊き出
し等など３月31日までに東北農政局職員延べ1,352
人、官用車429台を派遣し支援を行った。地盤沈下
と排水機能の著しく低下し、冠水した農地をはじめ
住宅、下水処理施設等の公共施設の復旧にとりかか
ることができないため、国土交通省と連携し多数の
災害応急ポンプを配置し、冠水解消を図った。
　また、東京電力福島第一原子力発電所の事故によ
り放射性物質が拡散したため、食品安全の観点から
食品の暫定規制値を超えた放射性物質が検出された
農林水産物については出荷制限等が指示され、３月
21日に福島県、茨城県、栃木県、群馬県のホウレン
ソウ及び福島県産の原乳等に出され、その後10種類
以上の農林水産物が対象となった。

表５　東北農政局の活動概要
月日 対　応　状　況
3月11日

3月12日

3月14日

3月15日

3月16日

3月18日

3月19日

3月20日

3月22日
3月28日

・東北農政局災害対策本部を仙台市内に設
置
・食料等に関する各県、市町村からの要
望、食品企業からへの提供等の取りまと
め、連絡・調整を実施（４月下旬まで）。
・宮城県庁内に土地改良施設等の応急対策
部屋を開設
・総括、本省・各農政事務所等連絡対応
班、食料支援班、農地・農業用施設対応
班、職員安全管理・業務支援対応班、政
府現地対策本部対応等、による各班体制
による支援活動を実施
・東北農政局宿舎（無償貸与）を避難先と
して申請
・以降、各市町村から食料・物資等の支援
要望把握、物資搬送、炊き出し等の支援
活動に参加
・JA全農宮城に対し、迅速な精米供給に努
めるよう要請
  宮城県から要請のあった精米（100ｔ）の
一時保管場所について倉庫業者の情報提
供
・農林水産省がチャーターしたヘリコプ
ターで、新潟から包装米飯７千食を宮城
県登米市へ空輸し、被災地へ搬送
・東北農政局から東北土地改良建設協会等
に対し食品会社等への燃料融通を要請
・盛岡財務事務所からの要求のあった災害
対策に使用可能な国有農地リストを提供
・東北農政局相談窓口を開設
・土地利用調整・災害待機物対応作業班を
設置

表６　東北農政局の被災地派遣（支援）状況
平成23年３月31日現在

派遣県 職員数 官用車
岩手県 531 165
宮城県 360 59
福島県 439 205
その他の県 22 －

計 1,352 429

⑵　地域経済及び農家経営の動向
ア　地域経済
　平成22年度の東北地域の経済は、持ち直しの動き
がみられたが、東日本大震災により生産が大幅に減
少するなど悪化した。
　主要項目別にみると、生産は、海外需要等により
持ち直しの動きがみられたが、震災による工場・設
備の損傷、サプライチェーンの途絶により大幅に減
少した。設備投資は、製造業の一部で新規・増産投
資の動きがみられたものの、設備の維持・更新が中
心で全体的には低水準。個人消費は、エコポイント
やエコカー減税・補助金の効果により緩やかな持ち
直しの動きが続いたが、震災により大きく落ち込ん
だ。雇用情勢は、有効求人倍率は上昇傾向で推移し
たものの低水準で厳しい状況が続き、更に、震災に
より悪化した。
イ　農家経営
　平成22年２月１日現在の東北の販売農家数は30
万５千戸で、平成17年に比べ約６万６千戸減少し
た。販売農家のうち、主業農家数は７万戸で、平成
17年に比べ約１万２千戸減少した。
　平成22年の東北の農業産出額は１兆2,526億円で、
前年に比べて4.3％減少した。
　東北の平成22年水田作経営の１経営体当たりの農
業粗収益は、前年に比べて17万９千円増加し285万
８千円（前年比106.7％）、農業経営費は６万７千円
増加し219万円（103.2％）となった。この結果、農
業所得は11万２千円増加し66万８千円（120.1％）
となった。
　また、農外所得は177万８千円（91.6％）、年金等
の収入は155万２千円（115.5％）となった。
　この結果、農業所得に農外所得、年金等の収入、
さらに農業生産関連事業所得を加えた総所得は399
万９千円（104.1％）で、前年に比べて15万７千円
増加した。

⑶　農業生産の動向
ア　水稲
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　平成22年産水稲の作付面積は、41万9,300ha（前
年比100.6％）となった。作柄は、10a当たり収量
558kg（同100.2％）、作況指数100となった。収穫量
は233万９千t（同100.7％）となり、全国の収穫量
に占める東北の割合は27.6％となった。
イ　麦
　平成22年産４麦（子実用）の作付面積は9,790ha
で、前年産に比べ30ha（前年比100.3％）増となっ
た。麦種別では、小麦が8,340ha（同99.4％）、六条
大麦が1,440ha（同105.1％）となった。小麦の10a
当たりの収量は183kg（同76.9％）、収穫量は１万
5,300ｔ（同76.5％）、六条大麦の10a当たりの収量は
227kg（同86.6％）、収穫量は3,270t（同91.1％）と減
少した。
ウ　大豆
　平成22年産大豆の作付面積は、前年産に比べ
3,900ha減少し、３万7,700ha（前年比90.6％）とな
り、全国の作付面積のうち東北の割合は27.4％で、
10a当たり収量は128kg（同93.4％）、収穫量は前年
に比べ8,900t減少し4万8,100t（同84.4％）となった。
エ　野菜
　平成21年の東北の指定野菜13品目（だいこん、に
んじん、ばれいしょ、はくさい、キャベツ、レタ
ス、ねぎ、たまねぎ、ほうれんそう、きゅうり、
なす、トマト、ピーマン）の作付面積は、３万
3,616ha（前年比98.5％）、収穫量は92万4,700t（同
96.3％）、出荷量は62万2,480t（同97.3％）となった。
オ　果樹
　東北の主要果樹７品目（りんご、ぶどう、日本な
し、西洋なし、もも、おうとう、すもも）の栽培面
積は、近年減少傾向で推移しており、平成22年産は
４万3,646ha（前年比98.5％）となった。
カ　畜産及び飼料作物
　平成22年２月１日現在の乳用牛及び肉用牛の飼
養戸数は、乳用牛3,520戸（前年比95.4％）、肉用牛
２万1,200戸（同97.5％）、平成21年２月１日現在の
豚及び採卵鶏の飼養戸数は、豚992戸（同93.8％）、
採卵鶏250戸（同97.7％）となった。
　飼養頭羽数は、乳用牛12万3,500頭（同98.6％）、
肉用牛41万2,600頭（同98.9％）、豚171万１千頭（同
103.5％）、成鶏めす1,915万３千羽（同99.5％）と
なった。
　飼肥料作物（飼料用）作付面積は、平成22年産は
11万7,400ha（同102.4％）となった。
キ　花き
　平成22年産の切り花類の作付面積は前年産に比べ

48ha減少し、1,859ha（前年比97.5％）となった。
⑷　主要な農政課題等をめぐる動き

ア　食料自給率の向上と食料の安定供給
ア　食料自給率の現状
　平成21年度の東北地域のカロリーベースの食料
自給率（概算値）は109％と、全国の40％に比べ
るとかなり高い水準となっている。品目別にみる
と、米の自給率が300％を超えているほか、大豆
や果実、魚介類等全国を大幅に上回る品目もある
が、米を除くと33％と低い水準にある。
イ　望ましい食生活の実現に向けた食育の推進
　東北においては、各県で食育推進計画が策定さ
れ、市町村においては、120市町村で食育推進計
画を策定している。
　東北農政局では、６月の「食育月間」に、消費
者展示コーナーで「食事バランスガイド」の活用
方法等の紹介や、仙台合同庁舎内食堂のメニュー
に「食事バランスガイド」を活用した「サービン
グ（SV）＊」の表示を実施した。
　また、教育ファームの取組の充実と増加を図る
ための「教育ファームの推進に関する意見交換
会」を開催した。
（＊：サービング（SV）とは、食事の提供量の単
位の略）

ウ　米の消費拡大の取組　　
　東北農政局では、日本人の主食である米を多様
な形で毎日の生活の中で親しんでもらうため、米
粉の利用拡大に取り組んだ。その一環として平成
22年７月に米粉利用推進連絡協議会と協力し「米
粉利用拡大セミナー」を開催した。
　また、米粉の利用について、平成23年１月に、
東北米粉利用推進連絡協議会と財団法人米穀安定
供給支援確保機構と協力し「東北米粉シンポジウ
ム」を開催し、利用推進を図った。
　米粉パンは地産地消の観点から学校給食にも導
入されており、平成21年度では、学校給食を実施
している公立小・中学校3,321校の約７割にあた
る2,269校で導入されている。
エ　地産地消の推進
　地産地消は、生産者と消費者を結びつけ、食料
自給率の向上や農業の６次産業化による地域経済
の活性化にもつながるものとして、一層の推進が
求められていることから、管内各地の活発な取組
事例の収集・把握に努め、関係情報を発信した。
　また、交付金事業等を活用した産地直売所等の
施設整備支援とともに、平成17年度から開始した
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各県を通じた地域の実践的な地産地消推進計画の
策定推進及び地産地消優良活動に対する表彰（東
北農政局長賞授与）を行い、東北地域の取組を支
援した。
オ　食の安全と消費者の信頼の確保
　東北農政局では、食品の安全性の確保に当た
り、農薬の適正使用に係る指導を県等関係機関を
通じて行うとともに、農産物の安全を確保するこ
とのみならず、環境保全、農産物の品質の向上、
労働安全の確保等に有効な生産手段であるGAP
（農業生産工程管理手法）の取組の推進を図り、
GAPの取組産地数は平成22年３月現在で294産地
となり全国の15％を占めている。
　また、牛トレーサビリティ制度に基づく生産・
流通段階の遵守事項の監視・指導等を行った。
　さらに、消費者等へ安全性をはじめとした食に
関する施策情報等を提供するための地域レベルで
の意見交換会を47回開催し、電話等による消費者
等の食品の安全性等に関する問合せに常時対応し
た。
　食品表示の適正化に向けた監視については、平
成21年９月に発足した消費者庁を司令塔として、
各県並びに関係機関等と連携し、監視活動の強化
に取り組んだ。
　平成21年４月に公布された「米穀等の取引等に
係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法
律」（以下「米トレーサビリティ法」という。）に
おいて、食品事故発生時に問題のあった米穀等の
流通ルートを特定し、迅速な製品回収等に資する
ため、米穀を取り扱う事業者に対し平成22年10月
から取引等の記録の作成及び保存が義務づけられ
た。
　米トレーサビリティ法について、事業者及び消
費者に対するリーフレットの配布、説明会の開催
等で普及啓発を行った。

イ　農業・食品産業の持続的な発展
ア　農業経営体の状況
　認定農業者の数は、農業就業人口が減少する中
で平成19年産から導入された水田経営所得安定対
策の推進に呼応して平成19年度には大きく増加し
たものの、最近は鈍化傾向にあり、平成22年３月
末現在で４万9,480経営体（全国24万9,376経営体
の19.8％）となった。
　集落営農については、水田経営所得安定対策の
導入を契機に設立が推進され、平成23年の集落営
農数は、前年に比べ420経営体増加の3,417経営体

となった。
　平成23年１月１日現在の東北における農業法人
のうち、農地に係る権利の認定移転を受けられる
農業生産法人は、前年より38法人増加の1,401法
人となった。（岩手県、宮城県、福島県について
は震災の影響により未把握のため前年と同じ法人
数を計上した。）
　平成22年度の新規就農者数は、新規学卒者が増
加（前年度比110％）したものの、非農家から農
業に新たに参入した新規参入者が減少（前年度比
94％）したことから、全体としては平成21年度よ
り14人減少し1,025人となった。（平成22年度は福
島県の一部地域で調査不能のため、データに含ま
れていない。）
　東北の水田経営所得安定対策の平成22年産加入
申請状況は、２万3,211経営体（うち認定農業者
２万1,542経営体、集落営農組織1,669経営体）か
らの申請があり、対前年3.4％の減少となった。
　作付予定面積は、米は加入申請の減少により15
万6,016ha（前年比99.5%）となり、麦については
9,213ha（同97.8%）、大豆についてはモデル対策
導入に伴う新規需要米、加工用米への作付転換に
より３万951ha（同91.9%）となった。
イ　農地の有効利用と耕作放棄地対策
　東北における平成22年の耕地面積は87万700ha
で、前年に比べ1,800ha（0.2％）減少した。平成
21年の耕地利用率（耕地面積に対する作付（栽
培）延べ面積の割合）は85.7％で、前年並となっ
た。
　農業経営基盤強化促進法による継続中の利用権
設定面積は、ほ場整備事業実施地区を中心に事業
の実施を契機とした利用権設定がなされたことや
新規の農業法人設立に伴う構成員から法人への利
用権設定がなされたことなどから、平成22年３月
末現在で11万8,500haとなり、前年に比べ2,500ha
増加した。
　また、一般法人の農業参入では、改正農地法施
行前（平成21年12月14日現在）は、78法人（全国
は436法人）となっていた。さらに、平成21年12
月に施行された改正農地法において、多様な主体
による農業参入を促進していく観点から、農業生
産法人以外の一般法人についても、貸借であれ
ば、農地を適正に利用するなど一定の要件を満た
す場合は、全国どこでも参入が可能となる等、新
規参入の規制が大幅に緩和された。その結果、改
正農地法施行後（平成21年12月15日～平成23年１
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月末日）は、55法人（全国は328法人）が参入した。
　耕作放棄地解消に向けた取組については、各地
域の耕作放棄地の発生防止・解消活動等の取組事
例の発表や意見交換等を実施することにより、耕
作放棄地の解消に向けた取組の促進を図るため
「東北管内耕作放棄地解消事例発表会」を平成22
年10月に開催した。
ウ　農業者戸別所得補償制度本格実施に向けた取組
　東北農政局では、本局に「東北農政局農業者
戸別所得補償制度モデル対策推進チーム」を設
置し、管内農政事務所とモデル対策への加入推
進を行い、23万６千件の加入（支払）実績となっ
た。事業別には「米所得補償モデル事業」が20
万８千件、支払面積では32万７千haとなり、こ
れは平成22年度に東北に配分された生産数量目
標（面積換算38万６千ha）の85％をカバーする
面積となった。「水田利活用自給力向上事業」は
13万２千件、支払面積では12万８千haとなった。
　また、平成23年度からの本格実施に向けて、モ
デル対策以上の加入を目標に、農家を始め、実施
に携わる行政、関係農業団体の担当者等を対象に
ブロック・県・地域段階で約800回の説明会（参
加者延べ約３万２千名）の開催と９万３千部のパ
ンフレットの配布を行い、本対策の内容説明と意
見交換による周知・浸透を図った。
エ　農業・農村の６次産業化の推進
ａ　農山漁村の６次産業化に向けた取組
　農山漁村の６次産業化に向けた取組が急務と
なっている中、11月15日に６次産業化の推進に
向けて、国、地方自治体、経済団体、金融機関
等多様な関係機関がネットワークを構築し、農
林漁業者等の６次産業化へのチャレンジを積極
的にサポートする支援組織として、全国に先駆
けて東北ブロック６次産業化推進行動会議を立
ち上げた。
ｂ　農商工連携の取組状況
　農商工等連携促進法に基づく農商工連携の取
組として、東北農政局では、東北経済産業局と
連携し、フォーラムの開催等による制度の普及
啓発活動や中小企業者と農林水産業者が相互の
経営資源を活用した新商品・新サービスの開
発、販路拡大等の取組への支援を行った。
　東北における平成23年３月末現在の事業計画
認定は43件、支援事業計画認定は1件となって
いる。
ｃ　農林水産物等の輸出促進

　管内では、主にりんご、りんどう、ながい
も、米、日本酒を主力品目として輸出してお
り、近年では米の輸出が増加傾向で推移してい
る。
ｄ　バイオマス利活用の取組
　バイオマスの効率的利活用を目的に策定する
バイオマスタウン構想については、平成23年３
月末現在、管内では51市町村で公表されている。

オ　環境に配慮した食料生産の推進
　東北におけるエコファーマーは、食の安全・安
心に対する関心の高まりや、有機農産物等の高付
加価値農産物に対する販売意識の向上から、特に
近年は増加が顕著であり、平成23年３月末時点で
約６万人と全国の３割を占め、平成18年３月末か
ら４年間で約２倍に増加している。
カ　農業生産基盤の整備
　東北の水田整備状況は、平成21年３月現在で
30a程度の標準区画整備済面積割合は62.5％（約
39万ha）と全国平均61.7％とほぼ同じ水準にある
が、１ha程度の大区画整備済面積の割合は11.4％
（約７万ha）で、全国平均8.2％を上回る整備状況
にある。
　平成17 ～ 21年度農業農村整備事業完了地区に
おいて、ほ場整備を契機とした担い手への農地の
利用集積は、事業実施前より2.0 ～ 4.2倍に増加し
ている。
　管内の農業農村整備事業等により造成された基
幹的農業水路の総延長は約8,700kmで全国のおよ
そ２割を占める。国営事業を実施した受益面積の
約４割が、完成後30年以上経過した農業水利施設
を利用している。

ウ　豊かで住みよい農村の振興
ア　農村地域の現状
　管内の販売農家における農家人口（販売農家
の世帯員数）は、昭和60年は283万２千人だった
が、平成22年には129万９千人となり、153万３千
人減少した。
　販売農家における年齢別農家人口は、29歳以
下の世帯員が昭和60年は104万人で全世帯員数の
36.7％だったが、平成22年には73万３千人減少
し、全世帯員数の23.6％にあたる30万７千人と
なった。65歳以上の高齢者は、昭和60年には44万
人で全世帯員数の15.5％だったが、平成22年では
１万６千人減少したものの、42万４千人で全世帯
員数の32.7％となった。
　さらに、農家人口等が減少するなか、東北の農
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業集落は混在化が進展しており混在割合が５割を
超える集落（総世帯数に占める農家数割合が50％
未満の農業集落）が都市的地域では、89.4％、他
の地域でも50％前後に達している。
イ　農山漁村活性化の取組
　農山漁村における定住等及び農山漁村と都市と
の地域間交流を促進するため、農山漁村活性化法
に基づき、県又は市町村が作成する活性化計画に
よる取組を総合的かつ機動的に支援した。管内
165市町村において143の活性化計画が策定され、
農山漁村活性化プロジェクト交付金が交付された。
ウ　都市と農村の共生・対流
　都市と農山漁村の間で「人・もの・情報」の行
き来を活発化することにより、人が都市と農山漁
村を双方向で行き交うライフスタイルを実現す
ることを目指し、「東北地域都市と農山漁村の共
生・対流連絡協議会」による関係機関との連携に
取り組んだ。
　平成22年８月には、「仙台七夕まつり」の期間
に、仙台市役所前の勾当台公園において農業農村
整備イベント「第15回七夕まつり“子どもに夢
を”」を開催し、管内各県、各市町村等のグリー
ン･ツーリズム等のパンフレットを配布・説明
し、「都市と農山漁村の共生、対流」のPRを行っ
た。
　また、子ども農山漁村交流プロジェクトを推進
し、平成22年度までに、全国で115カ所、うち東
北では27カ所の受入れモデル地区を決定した。
エ　中山間地域の振興
　中山間地域等は、東北の総面積の約７割、農業
産出額の51％を占めており、地域特性を活かして
多様な農産物を供給するなど、東北の農業・農村
の中で重要な地位を占めているが、過疎化・高齢
化の進行や担い手の減少により耕作放棄地が増加
傾向にある。
　中山間地域等の農業生産の維持を図りつつ、多
面的機能を確保するための中山間地域等直接支払
制度では平成22年度、管内174市町村の4,307集落
協定等に中山間地域等直接支払交付金が交付さ
れ、その交付総額は88億2,800万円、交付対象農
用地面積は６万9,298haとなった。また、全交付
対象農用地面積の約85％に当たる５万8,785haで
自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に
向けた取組を行った。（岩手県大槌町、山田町、
岩泉町、宮城県南三陸町は、東日本大震災の影響
により集計から除いている。）

オ　農地・水・環境保全向上対策の着実な実施
　農地・水・環境保全向上対策は、平成22年度に
ついては、前年度より１村増加し、管内の228市
町村の８割にあたる180市町村で取り組まれた。
カ　農作物鳥獣被害対策の展開
　平成21年度の東北における野生鳥獣による農作
物被害は14.9億円で、前年に比べ約1.5億円減少し
た。
　「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のた
めの特別措置に関する法律」に基づき被害防止計
画を作成した市町村においては、鳥獣被害防止総
合支援事業による支援が講じられ、管内では平成
23年２月末で84市町村で同計画が策定されている。

⑸　関係機関との連携強化
　子どもから大人、消費者・生産者・事業者などが幅
広く参加でき、食育の取組が円滑に実施され、食育を
東北地域全体の運動とするための推進方策の協議の場
として、「東北地域食育推進協議会」を開催するとと
もに、管内農政事務所においても食育に関する意見交
換会等を開催した。
　また、学校給食への地場産物活用の促進を進めるた
め、現状と課題及び課題別解決策例をまとめ、「学校
給食への地場産物の使用拡大に向けた手引」を作成し
関係者へ配布した。
　国、地方自治体、農林水産団体の関係機関が一体と
なって農商工連携を推進するため、「東北地域農商工
連携促進協議会」を平成22年７月に開催した。
　東北地域の関係機関・団体等の連携を深め、農林水
産物・食品の輸出促進を目的とした「東北地域農林水
産物等輸出促進協議会」の総会を平成22年６月に行う
とともに、生産者、食品メーカー等を対象とした輸出
促進セミナーや国内外の食品バイヤーを招聘した商談
会を開催した。

⑹　広報活動
　報道関係者に対して、プレスリリース（152回）、記
者レクチャー（４回）を実施し、迅速な情報提供を
行った。
　管内の農業動向、農業行政に関する施策等の普及浸
透を図るため、「東北食料・農業・農村情勢報告」を
1,800部発行し、一般消費者や都道府県関係者及び報
道関係者等に管内における農業・農村の情勢を紹介し
た。
　広く国民への効果的な情報提供の観点から、ホーム
ページ内容の迅速な更新を行った。
　メールマガジンは「東北農政局メールマガジン」
（平成23年２月現在登録会員6,220名）を毎週１回発行
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した。
　また、「東北農政局食料自給率向上メールマガジ
ン」「東北農政局農産物・食品等輸出関連情報メール
マガジン」「東北おらほの特産農産物応援メルマガ」
も随時発行した。
　東北農政局の「消費者展示コーナー」では、毎月管
内市町村の協力を得て、農林水産業に関する特色ある
展示を行うとともに、各農政事務所においても「消費
者の部屋・消費者コーナー」を設置し消費者に情報提
供を行った。

２　関東農政局

⑴　東日本大震災
　三陸沖を震源とする地震（３月11日）、長野県北部
を震源とする地震（３月12日）及び静岡県東部を震源
とする地震（３月15日）により、管内において震度６
強（茨城県、栃木県内）や震度５弱以上の強い揺れ、
沿岸地区での津波（茨城県、千葉県）が観測された。
　また、この震災による東京電力福島第一原子力発電
所事故の影響により、一部地域のホウレンソウ等の野
菜や原乳等から食品衛生法上の暫定規制値を超える放
射性物質が検出され、出荷制限等が指示された。
　関東農政局では「関東農政局災害対策本部」を設置
し、茨城、栃木、千葉、東京、山梨、長野及び静岡の
各農政事務所でも災害対策本部を設置し、農作物等、
共同利用施設、農地･農業用施設等の被災状況の把握
や農林水産業への影響等の把握、被災地の要望把握等
を行った。
　また、国営事業完了地区等において、被害状況調
査、査定計画の作成支援及び技術指導を行ったほか、
長野県、栃木県下へ職員を派遣し人的支援を行った。

⑵　地域経済及び農業産出額
ア　地域経済
　管内の平成22年度の経済情勢をみると、リーマン
ショック以降、緩やかな持ち直しの動きがみられた
が、東日本大震災の影響により弱くなっている。
　主要項目別では、設備投資は法人企業景気予測調
査で全産業が前年並みの動きとなっている。産業活
動では製造業において、家電エコポイントの効果と
アジアや新興国の旺盛な需要により、生産動向持ち
直しが続いていたが、震災後、生産設備の毀損や電
力供給の制約などにより大幅な減少となった。雇用
情勢は、一部に持ち直しの動きがあるなか、新卒
者、若年者は厳しさがみられる。
イ　農業産出額
　管内における平成22年の農業産出額（都道府県別

推計）は２兆1,345億円で、前年に比べ２％増加し
た。
　なお、管内の農業産出額が全国に占める割合は
26％となっている。
ウ　農業経営
　平成22年の個別経営（農業経営体１経営体当た
り）の状況をみると、農業収入は405万円で、米価
格は低下したものの、野菜、果樹等の価格が上昇し
たこと等から前年に比べ７％増加した。
　一方、農業経営費は286万円で、肥料費等が減少
したものの、光熱動力費、農機具費等が増加したこ
と等から前年に比べ７％増加した。
　この結果、農業所得は119万円となり、前年に比
べ９％増加した。
　なお、総所得は476万円で、総所得の構成をみる
と、農業所得が25％、農外所得が35％、年金等の収
入が40％となっている。

⑶　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22年産）
　水稲の作付面積は31万７千haで、前年産に比べ
て200ha減少（対前年産比100％）した。
　作柄は、全もみ数が少ないまたはやや少なかった
ものの、登熟期の日照時間が平年を上回って推移し
たため、登熟はおおむね順調であったが、一部の県
において高温下で寡雨に経過したことにより、白未
熟粒等が多発し、収量を大きく下げた。
　このことにより、10a当たり収量は520㎏（作況指
数98）、収穫量は164万８千t（対前年産比98％）と
なった。
　４麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）
合計の作付面積（子実用）は４万900haで、前年産
に比べて900ha減少（同98％）した。収穫量は作
付面積の減少及び作柄の低下により11万7,200t（同
87％）となった。
　大豆の作付面積は１万3,800haで、前年産に比べ
て１千ha減少（同93％）した。収穫量は高温障害
及び虫害の発生により１万6,700t（同69％）となっ
た。
イ　園芸作物
　平成22年産主要野菜（主産県調査・指定14品目）
の作付面積は９万6,500haで、収穫量344万６千t、
出荷量293万５千tであった。
　作付面積上位の野菜をみると、キャベツ１万
3,300ha、レタス１万2,500ha、ほうれんそう１万
200ha、ねぎ１万200haなどとなっており、葉茎菜
類の作付けが多くなっている。
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　平成22年産果樹（主産県調査、調査対象14品目）
の結果樹面積は４万5,600haであった。
　主要果実（主産県）の収穫量は、温州みかんが
13万3,900t、りんごが15万5,100t、日本なしが11万
6,800t、ぶどうが７万４千tであった。
　平成22年産花きの作付（収穫）面積は切り花が
4,060ha、鉢もの類692ha、花壇用苗もの類が607ha
であった。
ウ　畜産・飼料作物
　平成23年２月１日現在の主要家畜の飼養頭羽数
は乳用牛22万2,700頭（対前年比97％）、肉用牛33
万7,900頭（同96％）、豚270万７千頭（対21年比
98％）、採卵鶏（成鶏めす）3,664万１千羽（対21年
比101％）であった。
　また、平成22年の生乳生産量は137万２千t（対前
年比96％）となった。
　平成22年産の飼料作物の作付面積は４万6,300ha
で、前年産に比べて2,100ha（対前年比105％）増加
した。
エ　工芸農作物
　平成22年産の茶の栽培面積は２万1,400ha（同
99％）、荒茶生産量（主産県調査）は３万4,400t
で、全国（主産県計）の41％の生産量を占めている。

⑷　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　食料自給率の向上に向けた取組
　関東農政局では、意見交換会の開催、広報活動等
を通じ、地産地消、食育、米の消費拡大及び飼料増
産・食品残さの飼料化等の推進を図ることにより、
食料自給率の向上に向けた国民の理解醸成に取り組
んだ。
　具体的な取組として、「食料自給率の向上に資す
る優良取組事例」、「食料自給率アンケート」の実
施、「地産地消の優良事例の収集と情報発信」、「食
育シンポジウム」の開催及び「関東地域飼料増産及
びエコフィード合同会議」の開催等を行った。
イ　担い手の育成・確保の推進
　管内の認定農業者は、平成23年３月末現在で５万
990経営体となり、全国の約２割、管内の販売農家
の約13％を占めている。
　認定農業者等担い手に対しては、管内都県等と連
係し、認定農業者会議等において経営改善意欲を維
持・持続させるために必要な各種支援措置に係る情
報の提供を図り、併せて意見交換を行った。
　また、集落営農の育成・確保の取組として、集落
営農組織の円滑な法人化、経営の多角化・複合化等
を推進するため、都県農政事務所等と連携し、集落

営農組合長会議や集落営農リーダー交流会等に出席
して情報提供と意見交換を行った。
　さらに、法人経営の育成・確保の取組として、農
業団体等と連携して都県法人協会総会等に出席し、
６次産業化の促進や意見交換会を行うとともに「都
県農業法人協会会長との意見交換会」を実施した。
ウ　農地制度改革、農地の有効利用に向けた取組
　農地の有効利用を目的として平成21年12月に「農
地法等の一部を改正する法律」が施行された。
　これに伴い、平成22年度は、相続に伴う農業委員
会への届出制度の徹底、農地法に基づく遊休農地対
策の適切な実施、実勢賃借料情報の早期の提供及び
農地法第３条に基づく適正な事務実施について説明
会等の場を通じて農業委員会に周知徹底を図った。
　また、農業経営基盤強化促進法については、改正
法において創設された農地利用集積円滑化事業の円
滑かつ的確な推進のため、その事業実施主体である
農地利用集積円滑化団体に対する現地調査を茨城県
利根町ほかにおいて実施（計10団体）した。　　　
　さらに、平成23年度より農業者戸別所得補償制度
の加算措置として措置されることとなった「規模拡
大加算」に係る情報について、管内各都県に対して
適宜提供した。
　耕作放棄地解消に向け、関東農政局耕作放棄地解
消グループ（平成22年７月設置）を主体に、市町村
への要請活動を行うなど、耕作放棄地解消に取組ん
でいる。
　その活動の一環として、平成21年度に創設された
「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」の周知や、
地域耕作放棄地対策協議会の設立を各市町村に対し
て働きかけを行った。
　その結果、管内377市町村（農振農用地区域内に
耕作放棄地がある市町村）のうち288市町村で協議
会が設立され（平成23年３月31日時点）、管内で
3,237ha（農振農用地区域内2,260ha）の耕作放棄地
が解消された。
エ　農業者戸別所得補償モデル対策の実施
　農業者戸別所得補償制度の円滑な実施に向け、関
係機関への協力要請や説明会の開催、集落座談会等
で農業者への周知活動に努め、平成22年度には管内
で約1,048回の説明会等を開催し、延べ４万人の方
に対して説明を行った。
　さらに６月30日までの加入申請受付期間に対象と
なる農業者への周知に向けてポスター掲示やパンフ
レット及びチラシの配布、広報誌への記事掲載等各
種広報媒体を活用したさらなる広報活動を行った。
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　その結果、モデル対策加入者の17万１千人に対し
て助成金を交付した。
オ　環境保全型農業の推進
　環境保全型農業の普及・啓発を目的とした環境保
全型農業推進コンクールにおいて、関東農政局管内
においては栃木県三区町環境保全隊が農林水産大臣
賞を受賞したほか、優秀賞４点、奨励賞２点、特別
賞２点の受賞があり、平成23年３月には表彰式及び
事例発表を行った。
　また、関東農政局管内の持続農業法に基づく管内
の認定農業者（エコファーマー）は着実に増加し、
平成22年３月末現在で、４万3,095件（前年同月末
４万2,081件、対前年比2.4%増）となっている。
　さらに、環境保全型農業直接支援対策が23年から
実施することを受け、管内各県で説明会を開催し、
地球温暖化防止や生物多様性保全の観点から環境保
全効果の高い営農活動を取り組む農業者が拡大する
よう施策を推進した。
　　平成19年４月から開始された農地・水・環境保全
　向上対策については、平成22年度に65市町村、140
　活動組織の3,538haで営農活動支援が実施された。

　※エコファーマーとは、平成11年７月に制定さ
れた「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に
関する法律」第４条に基づき、農業者が土づくり
技術、化学肥料の使用低減技術及び化学合成農薬
の使用低減技術のすべてを取り組むことを内容と
する導入計画を都道府県知事に提出して、当該導
入計画が適当である旨の認定を受けた農業者の愛
称名。
カ　農林水産物・食品の輸出促進
　関東地域の関係機関・団体等の連携を深め、農林
水産物・食品の輸出の取組を促進することを目的と
した「農林水産物等輸出促進関東地域協議会」の年
次総会を平成22年９月３日に開催し、同日開催で
「輸出オリエンテーションの会事前ガイダンス」を
実施した。
　セミナー形式で行われたガイダンスには約50名が
参加し、輸出にかかる諸制度や支援措置の情報、輸
出取組の先進事例等の情報が提供された。
　また、同年10月13日には「輸出オリエンテーショ
ンの会（展示・商談会）」を開催し、商品の展示と
輸出を志向する事業者等が国内外の商社・バイヤー
と直接商談を行った。さらに、輸出アドバイザーに
よるワンポイントアドバイスのコーナーも設けて実
施され、約70名が参加した。

　平成23年２月16日には「輸出相談会」を開催し、
約60名が参加し、事例紹介、課題解決に向けた意見
交換を行った。
　関東農政局では同協議会の活動を支援するととも
に、ホームページへの掲載などによる輸出関連情報
の提供や輸出相談窓口における輸出取組者からの相
談・質問等への対応を行った。
　その他に、各県における課題毎のセミナーを茨城
県で取り組んだ。
　これらの輸出促進対策に取り組んだ結果、管内で
は輸出取組の増加がみられた。
キ　食の安全・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
及び飼料並びに水産用医薬品の使用実態調査、農産
物のカドミウム等の有害物質実態調査、BSE対策と
して飼料及び肥料への危険部位の混入防止措置、牛
トレーサビリティ制度の遵守状況等調査、高病原性
鳥インフルエンザ発生時の対応等を行った。
　また、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う
野菜等農産物の安全確認について、都県が実施する
試料採取、分析機関への試料搬送等について協力を
行った。３月13日及び16日に千葉県で発生した高病
原性鳥インフルエンザに対しても、千葉県の防疫活
動支援のための職員派遣（30名）、不適切表示の監
視、情報の受発信等を行った。
　また、消費者の信頼を確保する取組みとして、　
「消費者団体との意見交換会」を開催し、食料・農
業・農村基本計画を中心とした新たな農業政策につ
いて、意見交換等を行ったほか、ホームページを活
用して食の安全施策に関しての情報提供等を行うほ
か、「消費者等との意見交換会」、「リスク管理セミ
ナー」及び「食品表示セミナー」を各都県において
開催するとともに、原発事故発生に伴う農産物の安
全性の確保等について、消費者団体に対し積極的に
情報提供を行った。
　さらに、生鮮食品、加工食品、有機農産物等の表
示調査、食品表示110番、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立入検査等を実
施し食品表示の適正化を推進するとともに、食品表
示の適正化を推進する事業者の自主的な取組を促進
するため埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び静
岡県において食品事業者表示適正化技術講座を開催
した。
　米穀の適正流通の確保については、食糧法遵守事
項に基づき、用途限定米穀の主食用等への横流れ防
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止のため、生産者、出荷業者及び需要者等に立入検
査等を実施するとともに、米トレーサビリティ法に
ついては、平成22年10月に施行された米穀の取引等
の記録の作成・保存義務化に基づく米穀・米加工品
を扱う事業者に対する立入検査及び平成23年７月に
施行される産地情報の伝達義務化に向けた制度周知
を実施した。
　なお、平成22年11月に広く国民の皆様から食用に
適さない米穀の横流しなど不適切な流通の情報など
を受け付ける米穀流通監視相談窓口を設置した。
　食育の推進については、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」の普及・
活用推進のため、消費者や食品事業者等を対象とす
る説明会の開催、市民講座、学校等への講師派遣、
消費者等を対象としたイベント等への出展等を行っ
た。
　また、「教育ファーム」への理解を一層深めるこ
とを目的として、取組団体やを各都県関係機関と連
携して「関東ブロック教育ファーム意見交換会」を
開催するとともに、食育月間セミナー、消費者の部
屋特別展示等を開催した。
　「関東地域食育推進ネットワーク」では、ホーム
ページ、電子メールを活用した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段階毎に
実施した。
ク　食品リサイクルの推進
　平成19年12月に改正食品リサイクル法が施行さ
れ、事業者ごとに再生利用等の実施目標が設定され
ることや定期報告義務が新設される等の改正が行わ
れた。
　このため、関東農政局では、改正法が円滑に運用
されるよう、農政事務所等の職員が該当する事業者
への訪問等により周知及び徹底を図るための取組を
行った（平成22年度1,254事業者）。加えて、定期報
告義務制度について対象事業者への普及、報告書の
記入方法の説明等を目的として、静岡市、東京都千
代田区、さいたま市、前橋市、千葉市及び横浜市の
計６会場で説明会を開催した。
　また、優良な食品リサイクル事業者を育成するた
め、食品リサイクル法に基づく登録再生利用事業者
への指導等を行った（平成23年３月末管内登録事業
者数70件）。
ケ　農商工連携
　平成20年７月に農商工等連携促進法が施行され、
法に基づく認定は、平成23年３月末までに９回行わ

れており、事業計画が97件、支援計画が３件認定さ
れた。
　また、この取組を普及・促進するため、経済産業
省関東経済産業局と共催で平成23年２月に東京都に
おいて「関東地域新連携・地域資源・農商工等連携
認定事業者交流会」を、同年同月に埼玉県において
農商工連携マッチングフェア」を開催した。
　また、農商工連携に係るイベント等について随
時、関東農政局メールマガジンを活用して情報発信
を行うとともに、管内で農商工連携に既に取り組ん
でいる事業者等に情報提供を行った。
コ　バイオマスの利活用の推進
　平成21年９月にバイオマス活用推進基本法が施行
され、平成22年12月に同法に基づくバイオマス活用
推進基本計画が策定された。関東農政局では、同計
画に基づき、都道府県及び市町村バイオマス活用推
進計画の策定並びに実施に向けた地域での取組を推
進した。
　また、地域バイオマス利活用交付金、広域連携等
バイオマス利活用推進事業、バイオ燃料地域利用モ
デル実証事業、農林水産分野における太陽光エネル
ギー利用推進事業、資源循環型地域活力向上対策事
業等の補助事業により、地域におけるバイオマスの
利活用を支援した。
　これらの活動等を通じ、バイオマスの利活用及び
バイオマス活用推進計画の普及･啓発を図った。
サ　都市と農山漁村の交流の取組
　関東農政局では、都市と農山漁村がお互いの地域
の魅力をわかちあい、「人・もの・情報」の行き来
を活発にしていくという観点から、都市と農村を行
き交う新たなライフスタイルの実現を進める取組み
として、グリーン・ツーリズムや、子どもの農業・
農村体験の取組を推進している。
　平成22年４月には「関東農政局消費者の部屋」に
おいて、グリーン・ツーリズム・子ども農山漁村交
流プロジェクト関係のパネル展示やパンフレットの
無料配布を行った。
　また、農林水産省、文部科学省、総務省の連携に
より、小学校における農山漁村での１週間程度の長
期宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流プ
ロジェクト（愛称「ふるさと子ども夢学校」）の取
組は、取組３年目となる平成22年度には、全国で
25、管内１地区５の受入モデル地域が新たに選定さ
れ、平成21年度選定地域と合わせ、全国で115、管
内で14のモデル地域において、文部科学省が認定し
たモデル推進校を中心に農林漁家民宿・民泊体験が



第10章　地方農政局― 238 ―

実施された。
シ　鳥獣被害防止対策の推進
　関東農政局では、野生鳥獣の生息分布域の拡大等
により高止まりとなっている鳥獣被害を軽減・防止
するため、平成22年９月９、10日に栃木県芳賀郡茂
木町、那須郡那珂川町において被害防止に関する知
識の向上及び最新技術の普及を目的とした、農作物
鳥獣害防止対策技術検討会を開催した。
　また、平成19年12月に成立した鳥獣被害防止特別
措置法のさらなる周知を図るため、現地説明を行う
とともに、市町村が計画的に行う鳥獣害対策への支
援（鳥獣害防止総合対策事業）の説明を行った。
　さらに、地域の要請に応じて、鳥獣害対策のアド
バイスを行う専門家を18地域に紹介し、地域の被害
防止対策を推進した。

⑸　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」、「地域リーダー・有識者との意見
交換会」、「農業経営体代表者との意見交換会」、「地域
農政に関する市町村長懇談会」、「報道関係者との現地
調査」等の各種懇談会及び意見交換会等を開催し、広
く意見交換を行った。
　また、各種施策の推進に当たっては、関連省庁、都
県、生産者団体、実需者団体、消費者団体及び試験研
究機関等との各種会議及び意見交換等を通じ意思疎通
を図ってきた。
　さらに、「関東地域農林水産情報ネットワーク」を
活用し、生産者、自治体、JA、生協及び消費者など
地域関係者間の連携を図りながら、地域における農林
水産情報を迅速に分かりやすく提供するよう努めてき
た。

⑹　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」を
始め、各種統計資料を公表し、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。
　関東地域の農政推進地域情報を毎月ホームページに
掲載した。
　食料・農業・農村に関する情報を「関東農政局メー
ルマガジン」として毎週木曜日に発行するとともに、
関東農政局ホームページに掲載した。
　インフォメーションセンター（さいたま新都心合同
庁舎１号館、２号館及び検査棟に入居している14の官
署の業務紹介など、開かれた行政のシンボル拠点）内
の「関東農政局消費者の部屋」では、毎月各部の協力
により農林水産業に関する幅広いテーマを取り上げた

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
た。
　なお、各種施策の推進に当たっては、リーフレット
の配布や説明会の開催、優良事例の紹介等に努めた。
　さらに各地域で行われた農業祭等のイベントに参加
し、農業施策等について広くPRを行った。

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
　平成21年春頃からみられた景気の持ち直しの動き
が、平成22年度に入っても続いていたものの、秋頃
から景気は一時的に足踏み状態となった。その後、
３月の東日本大震災の影響により停滞感がみられ、
企業の業況感や家計のマインドが慎重化した。
　また、雇用情勢は、緩やかに上昇をつづけるなど
厳しさが和らいでおり、雇用者所得も所定内給与は
前年並みとなったが、特別給与が持ち直しの傾向と
なった。
イ　農業経営（水田作経営）
　管内の22年水田作経営１経営体当たりの農業粗収
益は286万円で、前年に比べ38万円（15.4％）増加
した。
　一方、農業経営費は202万円で、前年に比べ３万
円（1.5％）増加したことから、農業所得は85万円
となり、前年に比べ35万円（71.5％）増加した
　また、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462万円で、前
年に比べ２万円（0.3％）増加した。
　水田作作付延べ面積規模別で最も大きい20ha以
上階層農業所得は1,828万円と、北陸において平均
的な経営規模である1.0 ～ 2.0ha階層（82万円）の約
22倍となっている。

⑵　農業生産の動向
ア　水　稲
　平成22年産水稲の作付面積（子実用）は21万
900haで、前年産に比べ900ha（0.4％）増加した。
これは、戸別所得補償モデル事業等の実施による新
規需要米等の作付けが増加したためである。
　10a当たり収量は、全もみ数及び登熟とも平年並
みとなったことから526kgとなり、作況指数は99と
なった。
　県別には、新潟県が作況指数97の524kg、富山県
が101の538kg、石川県が101の524kg、福井県が100
の518kgとなった。
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　この結果、収穫量は前年産を１千t（0.1％）上回
る110万９千tとなった。
イ　麦
　平成22年産六条大麦（子実用）の作付面積は前年
産に比べ30ha（0.3％）上回る9,510haとなった。
　10a当たり収量は、作柄が良かった前年に比べ
51kg（16.1％）下回る265kgとなった。
　この結果、収穫量は前年産に比べ4,800t（16.0％）
下回る２万5,200tとなった。
ウ　大　豆
　平成22年産大豆（乾燥子実）の作付面積は、他作
物への転換により前年産に比べ800ha（5.2％）減少
し、１万4,600haとなった。
　10a当たり収量は、初期生育が概ね順調であった
ものの、開花期以降が高温・小雨で推移したため前
年産より着さや数がやや少なく小粒傾向となり、前
年産を20kg（12.7％）下回る137kgとなった。
　この結果、収穫量は前年産を4,200ｔ（17.4％）下
回る２万tとなった。
エ　畜　産
　平成23年２月１日現在の乳用牛の飼養戸数は453
戸（前年比4.4％減）で、飼養頭数は１万7,500頭
（同2.2％減）となった。
　肉用牛の飼養戸数は536戸（同0.9％増）で、飼養
頭数は２万４千頭（同3.6％減）となった。
　豚の飼養戸数は213戸（前回比（平成21年２月１
日現在調査）13.8％減）で、飼養頭数は27万1,300頭
（同5.4％減）となった。
　採卵鶏の飼養戸数は114戸（同3.4％減）で、飼養
羽数は1,002万４千羽（同0.4％減）となった。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
　北陸農政局では、平成22年度行動計画を作成し、こ
れに基づき各種施策を推進するとともに、北陸地域の
食料・農業・農村の動向と課題を「情勢報告」として
とりまとめた。
ア　食料自給率向上に向けた取組
　管内の平成21年度における食料自給率は79％と高
い水準となっているが、米を除くと自給率は13％と
低い水準にある。
　このため、食料自給率向上に向けた意識の向上を
図るため、「ライスランド北陸2010」キャンペーン
活動を推進し、米粉・大豆・六条大麦の消費拡大に
向け広報誌を作成し、地産地消について北陸農政局
長と生産者・消費者等との特別対談記事を掲載する
などの取組を実施した。
　国民運動「フード・アクション・ニッポン」の取

組では、金沢市内３小学校５年生を対象に食料自給
率等の出前授業などを実施した。
　また、野菜の加工・業務用需要向け生産拡大を図
るため、富山県砺波市のたまねぎ産地において、
生産者と実需者との現地検討会を実施するととも
に、飼料自給率の向上を図るため、転作田における
稲発酵粗飼料用稲や飼料用米の作付拡大等を推進し
た結果、飼料用米作付面積は前年に比べてほぼ10倍
（1,141ha）に増加した。
イ　米関連対策の着実な推進
ア　平成22年産米の取組
　米の需給調整は戸別所得補償モデル対策を実施
することにより、その実効性確保を図ることと
なった。
　米の生産数量目標に即した生産を行った農家等
が米戸別所得補償モデル事業の対象となることか
ら、戸別所得補償モデル対策の周知と併せ、米の
需給状況や支援策のパンフレットを作成し周知に
努めたところである。
　その結果過剰作付は、昨年に比べ全国で約８千
ha減少し、４万１千ha程度となっている。管内
では、富山、石川、福井県は、引続き生産数量目
標の範囲内の作付けとなった。新潟県は、4,400ha
の過剰作付けとなり、昨年に比べ約200ha増加し
たものの、生産数量目標（面積換算値）が昨年に
比べ2,700ha程度減少したことによって、主食用
の水稲作付面積はむしろ減少している。
イ　農業者戸別所得補償制度の実施に向けた取組
　平成23年度の農業者戸別所得補償制度の本格実
施に向けて、事業の効果や円滑な事業運営を検証
するため、平成22年度は水田を対象とする戸別所
得補償モデル対策を実施した。本対策の交付金支
払件数は約13万件（全国約116万件）となり、平
成23年度からは畑作物にも対象を拡大して本格実
施されることとなった。
　農業者戸別所得補償制度の加入促進に向けた推
進活動については、地域農業推進協議会、県、市
町村、JA等と連携しながら積極的に展開した。
　具体的には、平成23年１月に開催した北陸ブ
ロック説明会（富山市）を皮切りに、管内で延べ
520回、２万3,439名（平成23年３月末現在）の参
加を得て説明会を開催するとともにパンフレット
等により周知に努めた。
　また、米だけではなく、麦、大豆等の戦略作物
の生産振興や担い手づくり及び農地利用などの取
組を一体的に進め、地域農業の再編や活性化、農
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家の利便性の向上を図るため、従来の「水田農業
推進協議会」に担い手育成総合支援協議会、耕作
放棄地対策協議を含めた「農業再生協議会」とし
て統合するよう、体制整備に向けた取組を行った。
ウ　米の適正流通確保に向けた取組
　平成22年４月１日に、用途限定米穀（加工用
米、新規需要米等）の適正流通の確保を目的とし
て食糧法の遵守事項が施行され、平成22年度は、
管内の用途限定米穀取扱業者に対し、違反の有無
に関して524件の立入検査を実施した。
　また、米トレーサビリティ法に基づき、平成22
年10月から施行となる業者間取引等の記録の作
成・保存等について、米の生産者から小売業者
まで関係する事業者に幅広く周知するため､ 平成
22年度は、管内で説明会を873回実施するととも
に、平成23年７月から施行となる産地情報の消費
者への伝達について、外食事業者を中心に戸別訪
問による説明を管内2,300軒で実施した。
エ　多彩な米消費拡大の推進
　米の消費拡大を重点施策の一つとして位置付
け、年間を通して①朝食欠食の改善に向けた「め
ざましごはんキャンペーン」、②米を中心とした
日本型食生活の周知、③米飯学校給食の拡大、④
各種イベント等における普及・啓発活動などに取
り組んだ。
　また、米粉を利用した製品の一層の拡大を図る
ため、米粉料理教室の開催、学校給食への米粉
パンの導入推進、「米粉取扱店マップ」の追加更
新、米粉製粉業者・加工業者との米粉シンポジウ
ムの開催などを通じた普及活動を行った。

ウ　意欲ある多様な農業者の育成・確保の取組
ア　水田経営所得安定対策の推進
　管内における平成22年産の加入申請経営体は
１万4,378経営体（前年比82経営体増）と全国の
18％を占めた。また、加入申請経営体の米の作付
予定面積は９万491haで、全国の18％、管内の平
成22年産水稲作付面積の43％となった。
イ　認定農業者の育成
　平成22年３月末現在の認定農業者数は１万
8,195経営体（うち法人1,448経営体）で、前年に
比べ297経営体増加した。営農類型区分別にみる
と、稲作単一経営が約５割、稲作を主体とした準
単一複合経営が約４割と約９割が稲作を主とした
経営であり、水田を中心とした北陸農業の特徴を
あらわしている。
ウ　集落営農の組織化・法人化の推進

　平成23年２月１日現在の集落営農数は2,257集
落営農（全国の15％）で、前年に比べ168集落営
農増加した。このうち、法人の割合は30％であ
り、全国（16％）を大きく上回った。
　また、担い手不足が見込まれる地域において、
農地・農作業の受け手となることが期待される特
定農業団体及び特定農業法人は、平成22年３月末
現在でそれぞれ195団体及び205法人となっている。
エ　一般法人の農業参入の推進
　農地法等の一部改正を踏まえ、農業参入意向法
人、建設業・食品産業等の各種業界団体及び関係
市町村等に対し、制度等の情報提供、個別相談活
動等を行った。
　これらの結果、平成22年12月31日現在の農業参
入法人数は、81法人となった。
オ　農地利用集積の推進
　平成22年度末までに、全ての対象市町村で農地
利用集積円滑化事業の実施主体である農地利用集
積円滑化団体が設置され（全国81％）、同事業に
より2,103haが認定農業者等に集積された。
カ　優良農地確保対策の推進
　改正された農地転用許可制度、農業振興地域制
度の適正運用により、優良農地の確保に努めると
ともに、耕作放棄地の再生利用を推進するため、
管内各県での説明会の開催、管内各市町村に対す
る地域耕作放棄地対策協議会の設置要請及び「耕
作放棄地再生利用緊急対策交付金」の活用に向け
た情報提供を行った。
　また、管内各地域の関係者との意見交換会を開
催するとともに、耕作放棄地解消取組事例集（拡
充版）を作成し、農政局ホームページへの掲載及
び配布により、耕作放棄地対策の推進に努めた。
キ　新規就農の促進
　新たに就農しようとする青年等を対象に就農支
援資金（無利子）の貸付等の支援を行った。新規
就農者数は近年増加傾向で推移するとともに、法
人への就業や中高年のUターン等就農ルートが多
様化している。北陸農政局では新規就農に関する
情報提供として、新潟県と協力し新規就農セミ
ナー（11月）を開催するとともに、各県の就農支
援施策をまとめたパンフレットを更新し関係機関
への配布等を行った。
ク　女性農業者の参画に向けた取組
　女性農業者の情報交換を目的として「北陸地域
女性農業者WAY・WAYネットワーク交流会及
び勉強会」（８月、12月）、「北陸農政局男女共同
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参画優良事例表彰」（11月）を開催した。
　また、女性起業活動を紹介した「北陸地域女性
起業マップ」の配布や農政局ホームページ及び
メールマガジンによる各種情報提供等を行った。

エ　食の安全と消費者の信頼確保、食育の取組
ア　食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組
ａ　コミュニケーションの推進と消費者への情報
提供と意見交換
　グループディスカッションを取り入れた
「『食品の安全とリスク』のセミナー」を２回開
催し、コミュニケーションを推進した。
　また、消費者への情報提供及び意見交換を行
う「食の安全１. ２. ３！とくだねｅ～講座」を
35回実施するとともに、消費者ニーズの把握と
農林水産行政に関する消費者の理解の促進を図
る「消費者団体との意見交換会」を各県２回ず
つ開催した。
ｂ　農産物のリスク管理の推進
　国際的な動向に即したリスク分析を基本とす
る食品安全行政を着実に推進するため、危害要
因に係るサーベイランスやモニタリング等の取
組について、各県担当者との意見・情報交換を
行い、農林水産分野におけるリスク管理等の基
本的な考え方に関する知見・情報の共有を図っ
た。
　また、農産物の農薬残留やカドミウム含有等
の実態についても各県と連携して調査するとと
もに、農業者等に対して農薬の適正使用・飛散
防止やカドミウムの吸収抑制対策等の徹底を働
きかけた。
　このほか、各県の病害虫防除・試験研究機関
担当者を参集した技術研修会を開催し、各県に
おける病害虫同定診断技術の向上を図った。
ｃ　家畜伝染病の発生・まん延防止
　管内で高病原性鳥インフルエンザが発生した
場合の北陸農政局の防疫支援体制等を確認する
ために模擬訓練を実施し、その結果を踏まえ対
応マニュアルを改正するとともに、管内で口蹄
疫が発生した場合に迅速かつ的確に対応するた
め、新たに口蹄疫についての対応マニュアル
（暫定版）を作成した。
　また、富山県と連携し、防護服の着脱、患鶏
の疑似殺処分、車両の消毒等に関する実地訓練
を実施した。さらに、家畜伝染病対応に係る各
県関係部局との連携強化のための「北陸地域家
畜衛生対策連絡会議」も開催した。

　平成22年４月の宮崎県における口蹄疫発生を
受け、当局においても対策本部を設置し、職員
を派遣して防疫支援作業を行った。
　平成22年12月に富山県でコブハクチョウから
高病原性鳥インフルエンザが確認されたことを
受け、当局に対策本部準備室を設置し、関係団
体への情報提供、相談窓口の設置等の対応を
図った。
ｄ　ペットフード安全法に関する取組
　ペットフード安全法に基づき、製造・輸入業
者の届出を受け付けるとともに、平成22年１月
からは小売販売業者における立入調査を、平成
23年１月からは卸売業者における立入検査を開
始した。
ｅ　牛トレーサビリティ制度の円滑かつ適切な実
施
　牛トレーサビリティ法に基づき、牛の個体識
別のための情報の適切な管理・伝達を推進する
観点から、牛の飼養者及び販売業者等に対して
監視・指導を行った。
ｆ　食品表示の監視・指導等
　JAS法に基づく食品の適正表示を推進するた
め、食品事業者に対して生鮮食品表示状況及び
加工食品の原料原産地等の表示状況の調査を実
施するとともに、食品表示110番等に寄せられ
た食品の不適正表示等に関する情報に基づく調
査・指導を行った。
　また、事業者及び消費者には、食品表示制
度の普及・啓発を図るための出張講座を実施
（147回）するとともに、食品の製造・流通・
卸・小売業者に対しては、新潟市において食品
事業者表示適正化技術講座を実施した。
　食品表示に関する法令を所管する関係各機関
と連携し、「食品表示監視協議会」を各県にて
開催。不適正表示に関する情報共有や意見交換
等を行った。

イ　地域における食育の取組
　「食育月間」、「食育の日」の取組と併せて、「移
動消費者の部屋」の開設及びパネル展示等のほ
か、企業・大学等の食堂において、卓上メモを活
用し食育に関する情報提供を行った。
　また、金沢市において、「食育ネットほくり
く」交流会の開催とともに、「地産地消と食育が
生み出す効果」をテーマに食育セミナーを開催
し、高知県南国市と福井県小浜市の取組事例の発
表と意見交換を実施した。
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　「食事バランスガイド」活用促進の取組では、
バランスのとれた日本型食生活の普及を図るた
め、「移動消費者の部屋」及び「農産物直売所」
において、パネル展示やパンフレット等で情報提
供を行った。また、食事バランスガイドの普及状
況を把握するため、「食事バランスガイド」認知
度等アンケート調査を実施した。
　「教育ファーム」推進の取組として、「北陸ブ
ロック教育ファーム推進協議会」を開催し、「北
陸地域における教育ファームの方策について」の
中間とりまとめを行った。また、関係者間の相互
の交流・連携を図る「教育ファーム」交流会を開
催した。
　その他、メールマガジン、農政局ホームページ
や啓発誌「食育を進めよう！」を活用して食育に
関する情報提供を行った。

オ　６次産業化の推進に向けた取組
　平成22年７月に「北陸農政局６次産業化推進チー
ム」を設置し、局内関係室課及び各農政事務所を構
成員とする推進体制を整備した。
　平成22年11月に、各県及び各県農林漁業等関係団
体（JA中央会、森林組合連合会、漁業協同組合連
合会、土地改良事業団体連合会、食品産業協会）の
参画のもと、「北陸地域農林漁業・農山漁村６次産
業化推進協議会」を設立し、そのネットワークを活
用して六次産業化法及び関連施策の周知に努めた。
また、平成23年２月から３月にブロック説明会及び
各県説明会を開催（個別相談会も併催）し認定案件
の発掘等を行った。
カ　地産地消の推進に向けた取組
　地産地消の推進を図るため ｢北陸地域地産地消推
進フォーラム｣ を開催し、直売所に取り組む関係者
の課題解決に向けた意見交換会を行うとともに、地
域の個性を活かした創造的かつ将来性のある地産地
消活動４事例に対して北陸農政局長賞を授与した。
なお、全国の地産地消優良活動表彰においては、
「となみの農産物生産グループ協議会」（富山県）に
生産局長賞が授与された。
　また、「地産地消の仕事人」に管内から６名が選
定されたほか、「地産地消給食等メニューコンテス
ト」において、医療法人財団五省会介護老人保健施
設みどり苑（富山県）に生産局長賞が授与された。
これらの事例については、農政局ホームページへの
掲載等を通じて情報提供を行った。
キ　農産物等の輸出促進に向けた取組
　北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会と連携

し、輸出に関する知識・意識の向上を図るための勉
強会（６、11月）を開催した。
　また、海外・国内のバイヤーと直接商談を行う輸
出オリエンテーションの会（12月）を開催し、輸
出意欲のある事業者への支援や北陸産食材のPRを
行った。
ク　農山漁村地域の活性化への取組
ア　農山漁村の活性化に向けた取組
　農山漁村地域の創意工夫を活かした取組を総合
的に支援するため局内に設置している「農山漁村
活性化支援窓口」において、市町村等からの相談
に対応した。また、「農山漁村活性化法」に基づ
く「活性化計画」は、18市町において新たに21計
画策定され、平成19年度からの累計で56市町村に
おいて131の計画が作成され、当該計画に基づき
「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」によ
り、米粉処理加工施設の導入などの各種取組に対
して支援している。
イ　都市と農山漁村の共生・対流の推進
　地域の特性を活かした都市との共生・対流の推
進に向け、農政局のホームページを通じ、規制緩
和措置を活用した農家民宿の取組事例や市民農園
の整備促進に向けた農園開設状況の情報提供な
ど、支援施策や政策情報について情報発信を行う
とともに、小学生を対象に１学年100人規模の子
どもたちが、農山漁村で長期宿泊体験活動を行う
「子ども農山漁村交流プロジェクト」について、
14地域のモデル地域で受入体制づくりのための総
合的な支援を行った。
ウ　鳥獣被害対策の推進
　深刻化する鳥獣被害を踏まえ、「鳥獣による農
林水産業等に係る被害の防止のための特別措置
に関する法律」（以下、特措法）及び鳥獣被害防
止総合対策事業について管内市町村等への周知を
図った。その結果、管内81市町村中66市町村にお
いて特措法に基づく被害防止計画が作成（平成23
年２月末現在）され、52地域協議会（58市町村）
において上記事業が実施された。
エ　農地・水・環境保全向上対策の推進
　本対策は、農地・水・環境の良好な保全とその
質的向上を図るものとして平成19年から実施して
いる。
　平成22年度は、管内の各県、市町村、地域協議
会を構成員とする「農地・水・環境保全ネット
ワーク会議」を４回開催し、情報共有と連携強化
を図った。
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　その結果、2,442地区（対前年16地区増）、12万
3,464ha（対前年617ha増）にて本対策の取組が行
われた。
オ　中山間地域等直接支払制度の推進
　第３期対策制度説明会の開催、取組事例の紹介
等により、平成22年度は管内の66市町村で1,932
協定が締結され、２万6,247haの農用地において
耕作、維持管理等の活動が行われた。

ケ　農業生産基盤の整備
　管内は、耕地面積の90%が水田であり、30a程度
以上の区画整備済面積の割合は65.6%、１ha程度以
上の区画整備済面積の割合は9.1%となっている（平
成22年度時点）。
　平成22年度は、管内で国営かんがい排水事業７地
区［柏崎周辺二期、新川流域、阿賀野川用水、佐渡
一期及び二期地区（以上新潟県）、九頭竜川下流一
期及び二期地区（福井県）］及び国営総合農地防災
事業１地区［庄川左岸地区（富山県）］において事
業実施（継続）した。
コ　バイオマス・ニッポンの実現に向けた取組
　「バイオマス・ニッポン総合戦略」の実現に向け
バイオマス利活用の促進を図るため、バイオマス賦
存量調査等の事業への支援を行った。
　また、地域の主体的な取組の推進を図るため、管
内市町村等に対して、バイオマスタウン構想及び新
たに策定されたバイオマス活用推進基本計画の説明
並びに支援策（交付金等）の説明を実施するととも
に、意見交換を行った。
サ　生物多様性の保全への貢献
　国連食糧農業機関（FAO）が進めている「世界
的に重要な、次世代へ継承すべき伝統的な農法や生
物多様性等を有する地域を認定し、これを保全する
プロジェクト」である『GIAHS（世界農業遺産）』
に対して、新潟県佐渡地域（佐渡市）及び石川県能
登地域（七尾市ほか７市町）の認定を目指す取組を
支援し、12月にFAOへの申請手続きがなされた。
　また、行政機関、地域農業者及び研究機関で構成
する「トキの野生復帰に係る農業・農地戦略検討会
議」を４回開催し、トキの野生定着と佐渡での持続
可能な農業振興を両立させる取組を進めた。

⑷　関係機関との連携強化
　管内各県・市町村、土地改良区等から、随時「施
策提案」を受け、地域農政推進のための意見交換を
行うとともに、地域住民からの要望・相談に対応
し、地域農政の理解醸成に取り組んだ。また、管内
農林・農地部長会議を２回開催し、５月は新たな食

料・農業・農村基本計画や戸別所得補償モデル対策
についての意見交換、10月には平成23年度農林水産
予算概算要求についての意見交換を行った。

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
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。
　また、報道機関で農業関係記事等の報道に当た
り、主導的な役割を果たしている論説委員等と農政
局幹部との現地懇談会を12月に実施した。
イ　ホームページやメールマガジンによる情報発信
　北陸農政局ホームページは、食料自給率の向上、
食の安全や消費者の信頼の確保、戸別所得補償制度
など農林水産施策の情報を消費者、生産者、事業者
等にわかりやすく発信した。
　また、農政局メールマガジン「あぐり北陸」にお
いて、農林水産施策の情報を毎月５日と20日に配信
した。

４　東海農政局

⑴　東日本大震災について
東海農政局による主な取組

　災害対策本部を３月11日に立ち上げ、大震災に関す
る各種情報の取りまとめと管内各県・関係団体等への
迅速な情報提供を通じて、食料の確保及び円滑な流通
の確保、更には農作物の安全性等に関する正確な情報
の提供に努めた。

⑵　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済
　平成22年４月以降の管内経済の動向は、堅調な輸
出や省エネ効果の高い製品を中心とした需要の増大
を背景に、概ね持ち直しの局面にあった。個人消費
は、概ね横ばいとなり、公共投資は、緩やかな減少
傾向で推移した。住宅投資は、年初は低水準で推移
したものの、その後は持ち直しの動きとなり、設備
投資も水準は低いものの、持ち直しの動きがみられ
た。生産は、春頃まで緩やかに増加したものの、年
央から秋頃にかけて減少し、年末に向かって下げ止
まり、持ち直しの動きがみられた。雇用情勢は、緩
やかながら改善したものの、その水準は低く、年間
を通じて厳しい状況が続いた。
イ　農業経営の概要
　東海３県における平成22年の水田作経営の１経営
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体当たり農業粗収益は146万６千円、農業経営費は
146万２千円となり、農業粗収益から農業経営費を
差し引いた農業所得は４千円となった。
　また、農外所得は248万円、年金等の収入は281
万６千円となり、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
530万円となった。

⑶　農業生産の動向
ア　水　稲
　平成22年産水稲の作付面積は８万6,900haで、前
年並みとなった。
　10a当たり収量は492㎏で、作況指数は99となった。
　これは、登熟が概ね平年を上回って推移したもの
の、もみ数が６月中旬から７月中旬の日照不足によ
り平年に比べやや少なくなったためである。
　収穫量は42万7,400tで、前年産に比べ１万t
（２％）増加した。なお、主食用作付面積に10a当
たり収量を乗じた収穫量（主食用）は42万1,900tと
なった。
イ　小　麦
　平成22年産小麦の作付面積は１万3,800haで、前
年並みとなった。
　10a当たり収量は215㎏で、前年産を52㎏（19％）
下回った。
　収穫量は２万9,700tで、前年産に比べ7,200t
（20％）減少した。
ウ　大　豆
　平成22年産大豆の作付面積は１万700haで、前年
産に比べ400ha（４％）増加した。
　10a当たり収量は161㎏で、前年産を69㎏（75％）
上回った。
　収穫量は１万7,200tで、前年産に比べ7,720t
（81％）増加した。
エ　茶
　平成22年産茶の摘採延べ面積は8,510haで、前年
産に比べ70ha（１％）増加した。
　生葉収穫量は４万700tで、前年産に比べ2,600t
（７％）増加した。
　荒茶生産量は8,670tで、前年産に比べ490t（６％）
増加した。
オ　野　菜
　平成22年産指定野菜の作付面積は１万7,800ha
で、前年産に比べ200ha（１％）減少した。
　収穫量は63万6,700tで、前年産に比べ１万900t
（２％）減少した。
　品目別では、キャベツが25万9,200t（前年産に比

べ２％増加）、トマトが７万9,500t（同１％減少）
となった。
　出荷量は54万4,700tで、 前年産に比べ4,400t
（１％）減少した。
カ　果　樹
　平成22年産主要果樹（みかん・りんご・ぶど
う・日本なし・もも・かき・くり）の栽培面積は
9,040haで、前年産に比べ210ha（２％）減少した。
　収穫量（主産県）は８万３千tで、前年産に比べ
２万2,500t（21％）減少した。
　品目別では、みかんが４万4,700t（前年産に比べ
19％減少）、かきが２万t（同31％減少）となった。
　出荷量（主産県）は７万3,100tで、前年産に比べ
１万8,800t（20％）減少した。
キ　花　き
　平成22年産花き（主産県）の作付（収穫）面積
は、切り花類が1,683ha（前年産に比べ４％減少）、
鉢もの類が446ha（同４％増加）、花壇用苗もの類
が200ha（同１％増加）となった。
ク　畜　産
ア　乳用牛
　平成23年２月１日現在の飼養戸数は649戸で、
前年に比べ41戸（5.9％）減少した。
　１戸当たり飼養頭数は70.2頭で、前年に比べ1.8
頭（2.6％）増加した。
イ　肉用牛
　平成23年２月１日現在の飼養戸数は1,314戸
で、前年に比べ86戸（6.1％）減少した。
　１戸当たり飼養頭数は88.4頭で、前年に比べ3.1
頭（3.6％）増加した。

⑷　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
ア　東海地域の自給率向上に向けた推進活動等
　東海地域の平成21年度の食料自給率（概算値）
は、カロリーベースで岐阜県24％、愛知県13％、
三重県42％、生産額ベースで岐阜県50％、愛知県
37％、三重県72％となった。
　これを受け、東海農政局は、国民一人一人が食
料自給率を高めるための主体的な行動を起こす契
機になることを目的に、平成23年２月に名古屋市
内で「食料自給率向上に向けた企業・団体等の活
動を考える」をテーマに、「東海地域食料自給率
向上研究会」を開催した。
　また、前年に引き続き小学生をターゲットに ｢
サイバーラビットの東海食べ物探険記2010」を発
行したほか、市民講座や大学等への講師派遣を行
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い、食料自給率向上への理解をさらに広げる取組
を積極的に行った。
イ　食料消費面の取組
　東海農政局は、食料消費面の取組として「食育
推進基本計画」に基づき、管内の食育関係者との
連携を図りつつ「食事バランスガイド」等を活用
した「日本型食生活」の実践のための取組を推
進した。併せて「とうかい食育推進だより」、「教
育ファームねっとわーく東海」及び教育ファーム
メールマガジンを発行するとともに、東海地域の
教育ファームの取組事例等をホームページで紹介
した。
　米の消費拡大に向けて、学校給食関係者に米飯
学校給食の増加の働きかけを行うとともに、米粉
食品の認知度を向上させるイベントを開催するな
ど、米粉食品の普及を推進した。
ウ　生産面の取組
　飼料作物については、稲WCS用稲、飼料用米
や放牧の推進に係る技術検討会の開催、耕畜連携
に係る関係者への事業説明等の取組を通じ、稲
WCS用稲（平成21年197ha→平成22年301ha）及
び飼料用米（平成21年328ha→平成22年770ha）
といった水田における飼料作物作付面積の伸び
により、平成22年度は対前年比105%の6,520haと
なった。
　一方、食品残さについては、東海農政局が事務
局を務める東海地域エコフィード推進協議会が中
心となり、エコフィードの推進、安定的な利用体
制の整備、技術の普及・定着の推進、情報の提供
等を行った。また、東海農政局のホームページに
掲載している「食品残さ飼料化データベース」を
拡充し、食品残さの供給者と利用者のマッチング
を行った。
エ　地産地消の推進
　東海農政局は、地産地消の取組を自ら実践する
ため、管内の食材を使用した「地産地消東海べん
とう」を毎月１回東海農政局の食堂で提供した。
　また、東海地域から優れた地産地消の取組を実
現するための助言を行う「地産地消の仕事人」が
新たに５人選定された。
オ　優良農地の確保について
　農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優
良な農地を農用地区域として確保するため、国と
都道府県が「確保すべき農用地面積の目標」とし
て、岐阜県4.5万ha、愛知県6.0万ha、三重県5.5万
haが設定され、農地制度の改正に伴う農地転用

許可制度の厳格化等により、優良農地の確保に取
り組んだ。
　また、「耕作放棄地全体調査」により耕作放棄
地の実態を把握するとともに、耕作放棄地再生利
用緊急対策による再生利用の取組に対する支援、
発生防止・解消に向けた地域への積極的な働きか
けの実施等、耕作放棄地対策を推進した。　 

イ　戸別所得補償モデル対策の実施及び農業者戸別所
得補償制度の推進
　平成22年度からスタートした戸別所得補償モデル
対策の円滑な推進を図るため、局内及び各農政事務
所に農業者戸別所得補償制度推進チームを設置し、
本省、局内関係各課、関係機関との連絡調整、農業
者等からの相談対応等を行うとともに、各地域に担
当職員が出向き、局独自に作成したパンフレット等
を活用し、行政担当者等への説明及び農業者等への
加入推進等の説明会を1,112回（延べ参加人数 ４万
209名）行った。
　また、市町村等の広報誌やホームページへの掲
載依頼、土地改良区等を通じたPR資料の配付等を
行った。
　その結果、東海管内の加入（交付）件数は７万
5,823件となり、経営形態別の内訳は個人が７万
5,174件、法人が320件、集落営農が329件となった。
　事業別の加入件数は、米戸別所得補償モデル事業
が６万6,340件、水田利活用自給力向上事業が３万
1,282件となった。
　更に、平成23年度から本格実施となる農業者戸別
所得補償制度の円滑な実施のため、各地域での説明
会に加え、より多くの農業者への周知を図るため、
農業委員会や土地改良区等を通じ、PR資料をほと
んどの地域で全農家へ配付した。
　また、加入推進活動として、
ア　地域水田協議会等と連携し、出張受付会を行
い、新たな加入者の掘り起こし
イ　需給調整非実施者の割合が高い地域及びモデル
対策において加入率の低かった地域に対し、重点
的な推進
ウ　モデル対策に未加入の大規模農業者に対し、戸
別訪問等による加入推進
等を行った。
ウ　食の安全と消費者の信頼確保に向けた取組
ア　食の安全に向けた取組
　食の安全を確保するため、農薬、飼料及び水産
用医薬品の使用実態調査、農産物のカドミウム等
の有害物質実態調査並びにBSE対策として飼料及
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び肥料への危険部位の混入防止措置、牛トレーサ
ビリティ制度の遵守状況等調査、ペットフードの
安全確保のための検査及び調査、高病原性鳥イン
フルエンザ発生時の協力体制の整備等を行った。
イ　農業生産工程管理（GAP）の導入
　東海農政局は、平成22年４月に策定された「農
業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガ
イドライン」について、県･市町村等に対して説
明会を開催し周知するとともに、ガイドラインに
則したGAPに関する指導者の育成及び研修等の
取組を支援した。
　平成23年３月末現在で東海地域の導入産地数は
145産地となった。
ウ　高病原性鳥インフルエンザへの対応
　東海農政局管内では４例の高病原性鳥インフル
エンザが確認された。
　それぞれの発生確認日、地域、農場、防疫処置
完了日は以下のとおりであった。
１例目：平成23年１月27日、愛知県豊橋市、採

卵鶏農場、２月３日
２例目：平成23年２月14日、愛知県新城市、肉

用・採卵用種鶏農場、2月16日
３例目：平成23年２月16日、三重県紀宝町、肉

用鶏農場、２月21日
４例目：平成23年２月26日、三重県南伊勢町、

採卵鶏農場、３月６日
　農林水産省は、殺処分した家きん、焼却処分し
た卵等に対する手当金や経営維持・再開に関する
交付金の助成等を行った。
（なお、平成23年６月24日にOIEの規定により我
が国は清浄国に復帰した。）
エ　JAS法に基づく食品表示適正化の推進等
　消費者が安心して食品を選択できるよう小売店
舗、中間流通業者における食品の表示実施状況の
確認、名称、原産地表示等の表示根拠の確認等の
調査を計画的に実施するとともに、違反が確認さ
れれば、JAS法に基づく指示・公表等を行った。
　また、各種団体が開催する食品表示説明会に出
向き、食品表示の重要性や適正な表示の在り方に
ついて普及・啓発を行ったほか、「親子食品表示
パトロール隊」を各県で実施し、様々な年代層に
対して食品表示への関心喚起に努めた。
　食品企業のコンプライアンス徹底を図るため
に、岐阜県が開催した「食品表示講習会」に講師
を派遣するとともに、「食品業界の信頼性向上自
主行動計画」策定の手引きを基に社内の取組の点

検・検証を行い、出席した企業に対して不十分な
取組があれば、適宜、「取組方針」及び「具体的
な取組事項」を参考に可能なところから実行する
とともに、その取組を必要に応じて外部に公表し
ていくよう要請した。
オ　米穀の流通監視の取組
　米トレーサビリティ法に基づく流通監視につい
ては、平成23年７月から産地情報の伝達が義務化
されることから、制度説明会を実施するととも
に、各種団体からの講師要請に対し積極的に対応
し普及啓発活動を行った。
　また、東海農政局が行う各種調査等を活用し、
パンフレット等の配布を行ったほか、各種団体が
発行された機関紙等への周知記事の掲載及び公共
施設へのパンフレット等の配置等あらゆる機会を
活用し、米トレーサビリティ法の周知を行った。
　改正食糧法に基づく流通監視については、新規
需要米及び加工用米の生産者及び実需者等に対
し、横流れ防止を最重点課題として立入検査を実
施した。
　農産物検査法に基づく流通監視については、す
べての登録検査機関に対し監査を実施するととも
に、農産物検査を実施する場所（検査場所）ごと
に巡回点検を実施した。
カ　消費者への情報提供と意見交換
　東海農政局は、「消費者の部屋」を設置し、消
費者相談の受付けやテーマを定めた特別展示、移
動消費者の部屋の開設等情報発信に努めた。ま
た、地方自治体と連携した市民講座を開催し、農
林水産施策情報の受発信を行った。
　さらに、消費者とのコミュニケーションの推進
に向け、消費者・食品関連事業者・行政による懇
談会、消費者団体との懇談会、生協との意見交換
会のほか、これまで意見交換の機会が限られてい
たOL・サラリーマンとのコミュニケーションの
機会を確保するため、夕方から食事をとりながら
意見交換を行うイブニングセミナーを開催した。

エ　農山漁村６次産業化の推進
　東海農政局は、東海地域における６次産業化を推
進するため、５月に局内関係課長を構成メンバーと
する「東海農政局６次産業化推進チーム」、10月に
「６次産業化の推進に関する総合相談受付窓口」を
設置し局内の推進体制の整備を行った。
　また、12月に東海地域の各県行政機関、農林漁業
関係団体、関係研究機関、金融機関、食品関係団
体、関係地方支分部局を構成員とする「東海地域６
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次産業化推進協議会」を立ち上げた。
オ　農商工連携・地域資源活用の促進
　東海農政局と中部経済産業局は、東海地域の資源
を活用した農商工等連携・地域資源活用を推進する
ため、県や関係団体等との連携のもと、新商品の
開発や販路拡大等を支援したほか、農商工等連携
フォーラム等を開催し、情報提供や意見交換等を
行った。
　このような支援等を展開し、東海地域では平成22
年度に「農商工等連携事業計画」を13件（平成22年
度末累計49件）、「地域資源活用事業計画」を６件
（平成22年度末累計42件）を認定した。
カ　水田・畑作経営所得安定対策等の取組
　県担い手育成総合支援協議会等と連携して、市町
村等に対し、担い手育成関係事業の積極的な活用等
の働きかけを行うとともに、集落レベルの相談会の
開催や市町村･農協等へ出向いて水田・畑作経営所
得安定対策出張受付等を行い、本対策の加入促進を
図った。
　その結果、東海地域における平成22年度の「水
田・畑作経営所得安定対策」への加入者数は1,533
経営体（岐阜県504経営体、愛知県379経営体、三重
県650経営体）となり、前年に比べ22経営体減少て
いるが、これは昨年の加入者が法人へ参加したこと
や、モデル対策に加入した米作付のみの農業者が加
入を見送ったことにより減少したものである。
　一方、加入者の作付予定面積は、米が１万
6,292ha、麦が１万3,994ha、大豆が9,858haと昨年
（米１万5,202ha、麦１万3,907ha、大豆9,669ha）よ
り全ての品目で上回った。
　加入経営体の内訳は、認定農業者が1,303経営体
（岐阜県391経営体、愛知県370経営体、三重県542経
営体）で昨年（1,322経営体）より19経営体、集落
営農組織が230経営体（岐阜県113経営体、愛知県９
経営体、三重県108経営体）で昨年（233経営体）よ
り３経営体それぞれ減少した。なお、集落営農組織
の割合は15.0％であった。
　また、平成23年度からの農業者戸別所得補償制度
の本格実施に伴い、畑作物の「生産条件不利補正対
策」が農業者戸別所得補償制度の「畑作物の所得補
償交付金」へ移行すること等の説明を交付金申請出
張受付時やパンフレットの送付等により、加入者に
対して行った。　
キ　改正農地制度の定着・推進
　東海農政局は、改正農地法（平成21年12月）の目
的である農地の確保とその有効利用を図るため、

県、農業会議等関係機関・団体と連携し、農地利用
集積円滑化団体の設立促進（管内128市町村のうち
118市町村が設立）、全131農業委員会における遊休
農地の解消に向けた取組の推進、相続税納税猶予制
度と戸別所得補償モデル対策を連携させ、全国で納
税猶予適用者が最も多い愛知県下の適用者へのダイ
レクトメールによる制度の周知等により農地集積の
推進活動を行った。
　また、「適正に農地を利用していないときは契約
を解除する」等の条件の下で、農業生産法人以外の
法人による農業参入を促進するため、企業等に対す
るセミナーや相談等を通じた周知を行った結果、
サービス業、食品産業、小売業等、多様な業種から
新たに35法人が参入し、40法人となった。
ク　鳥獣被害対策の推進
　鳥獣被害の広域化・深刻化を踏まえ「鳥獣による
農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に
関する法律」が平成20年２月に施行された。東海農
政局管内では、65市町村（平成23年２月末現在）が
同法に基づく被害防止計画を作成し、42市町村が鳥
獣被害防止総合対策交付金により鳥獣被害防止対策
に取り組んだ。当局では、関係機関との連携、情報
交換を図るとともに、鳥獣被害防止対策に関する現
地説明会の開催及びホームページやメールマガジン
等による情報発信により鳥獣被害防止対策の一層の
推進を図った。
ケ　バイオマスタウン構想の推進等
　市町村が中心となって作成する、地域のバイオマ
ス利活用の全体プランである「バイオマスタウン構
想」は、今年度、岐阜県関市と岐阜県七宗町が策定
した。その結果、東海農政局管内では、現在12市町
で本構想が策定され公表されている。
　また、バイオマスタウン構想に替わるバイオマス
活用推進基本計画（平成22年12月17日閣議決定）が
なされたことから、県・市町村及び民間バイオマス
関連事業者に対して、「バイオマス活用推進計画」
の推進のために、説明会を行った。
コ　農山漁村の活性化
ア　子ども農山漁村交流プロジェクトの推進
　「子ども農山漁村交流プロジェクト対策交付
金」による受入地域の体制づくりとして、地域で
のインストラクター研修、安全管理研修、パンフ
レットや安全管理マニュアルの作成・配布、シン
ポジウム等の取組を行った。
イ　農山漁村の活性化
　農山漁村の活性化に向け地域自ら考えて行動す
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る取り組みを支援するため、「農山漁村活性化の
支援窓口」を設置し相談に対応した。
　また、「農山漁村活性化法」に基づき、県及び
市町村が「活性化計画」を作成し定住等及び地域
間交流の促進に取り組んでおり、平成22年度まで
に、52市町村で51の計画が作成された。
ウ　農産物直売所の最新情報の発信（HP掲載）
　管内の農産物直売所を対象に、最新情報を把握
するためのアンケート調査を実施し、その結果得
られた「おすすめ商品や周辺の観光拠点､ 営業時
間など最新情報」を東海農政局ホームページに掲
載した。（90カ所）
エ　「食と地域の『絆』づくり」で管内から２団体
を先駆的優良事例として選定
　国民のいのちを支える「食」をテーマとして
地域活性化に取り組む先駆的優良事例を奨励す
る「食と地域の『絆』づくり」において、管内か
ら「農事組合法人鵜の味（うのみ）」（愛知県美浜
町）、「志摩いそぶえ会」（三重県志摩市）の２事
例が選定された。
オ　「食アメニティコンテスト」で管内から２団体
が審査会特別賞を受賞
　伝統的な食文化の保存や新しい食文化の開発
を表彰する「食アメニティコンテスト」（第20回
（平成22年度））において、「にゅうかわ糀味噌研
究会」（岐阜県高山市）と「志摩いそぶえ会」（三
重県志摩市）が審査会特別賞を受賞した。
カ　「美の里づくりコンクール」で管内から１団体
が農村振興局長賞を受賞
　地域の自主的努力により保全・形成されている
景観への優れた活動事例を表彰する「美の里づく
りコンクール」（第６回（平成22年度））におい
て、「横輪町活性化委員会」（三重県伊勢市）が農
村振興局長賞を受賞した。

サ　環境の保全・向上に向けた取組
ア　環境保全型農業の推進
　東海農政局は、東海ブロック環境保全型農業推
進会議において、環境保全型農業推進コンクール
受賞者との意見交換会の開催や環境保全型農業に
係る情報提供等を行い、エコファーマーの認定に
ついて、着実な推進を図った。
　結果、平成23年３月末現在の東海地域のエコ
ファーマー認定件数は5,234件となった。
　また、東海ブロック有機農業推進委員会におい
て、有機農業の生産・流通･消費等における課題
や関係者の意見等を整理し、中間取りまとめとし

て「東海ブロック有機農業の推進に向けて」を公
表したほか、現地検討会を行う等、東海地域の有
機農業の推進を図った。
イ　農地・水・環境保全向上対策等の取組
　東海農政局は、特色ある取組事例を幅広く活動
組織に情報提供し、地域で創意工夫のある取組が
進むよう支援するとともに、地域住民・消費者に
農業・農村の多面的機能や農地・農業用水等の資
源保全の重要性をホームページを通じて発信した。
　その結果、東海地域における平成22年度の「共
同活動」の組織数は1,213組織で取組面積は約
６万８千haとなり、前年度に比べ取組面積、組
織数ともわずかながらいずれも増加した。
　なお、平成23年２月に愛知県安城市で「水土里
フォーラム2010in安城市～水土里のウォーキング
と農業体験に行こう～」を開催し、「出合いは出
合いへ繋がる」の思いのもと、資源保全等の活動
を体験し、大切な「水土里」を守っていくことを
考える場とした。

シ　輸出促進に向けた取組
　東海農政局は、輸出促進ホームページ、東海地域
の輸出パンフレット、加工食品も含めた輸出促進
マップ等の作成をした。
　また、輸出普及・啓発活動では、平成19年から毎
年「輸出オリエンテーションの会」を実施し、22
年度は、国内外のバイヤー 14社を招へいしてセミ
ナー及び商談会を開催した。さらに地方公共団体、
農業団体及び関係団体との連携強化を図り平成19年
に設立した「東海地域農林水産物等輸出促進協議
会」と連携した輸出促進のためのセミナーを開催
し、東海地域における輸出の弊害となる問題点の提
起、解決に取り組んだ。
ス　花き園芸産地における花育活動 
　東海農政局は、花きの生産・流通・小売関係団体
等で構成する「東海地域花き普及・振興協議会」と
連携して、花育の取組を行った。
　JA愛知みなみ花き連絡協議会（愛知県田原市）
では､ 市内５カ所の小学校で、フラワーアレンジメ
ント体験教室を実施した。花材には市内で栽培され
たカーネーション等の花を使い、贈る人への感謝の
気持ちを込めたメッセージカードも添えられた。
セ　農業水利施設の適切な更新・保全管理に向けた取
組
　東海農政局は、農業水利施設等の適切な更新・保
全管理のため、ストックマネジメントを実施した。
　管内の国営事業で造成した農業水利施設につい
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て、平成19年度から平成23年度までの５カ年間に、
すべての施設を対象に機能診断を実施し、機能保全
計画を策定する。平成22年度は国営事業地区４地区
を対象に実施した。
ソ　「カルタヘナ議定書第５回締約国会議」（COP-
MOP ５）及び「生物多様性条約第10回締約国会
議」（COP10）の取り組み
　10月に名古屋市において、COP-MOP ５及び
COP10が開催された。これに先立ち、東海農政局
は、生物多様性の日である５月22日、安城市榎前地
区おいて、住民参加により実施されている水田魚道
の生物調査と、農林水産業と生物多様性の関係を
テーマにしたシンポジウムを開催した。
　COP-MOP ５及びCOP10の開催期間中には、「農
業と生物多様性との関わりについて」をテーマに生
物多様性交流フェアブースを展示し約７千名の来場
者があった。また公式エクスカーションを新城市の
「四谷の千枚田」において実施し、14カ国21名が参
加した。COP10パートナーシップ事業として、消
費者の部屋からは、出向展示及び、市民講座、夏休
み親子体験セミナー「田んぼのまわりの生きもの調
査」を実施した。

⑸　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促進を図るた
め、東海地域農政懇談会等を開催し、財界、学識経験
者、管内各県、消費者、農業者等と幅広く意見交換を
行った。
　また、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、農業の多面的機能や資源保全のPR、バイ
オマスの推進等、各種施策の啓発を行った。

⑹　広報活動
　管内農業の動向、農政施策の普及浸透を図るため、
「東海食料・農業・農村情勢報告」や各種統計資料を
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発信と意見交換
　報道関係者との連携強化に向けた取組として、記
者懇談会（１回）、プレスリリースの発信（63回）、
記者へのレクチャー（４回）、報道関係者現地調査
（８月・愛知県下）、記者勉強会（１回）を実施し、
報道関係者に迅速かつ丁寧な情報提供を行うととも
に、農業施策に関する意見交換等を行った。
イ　ホームページ等による各種情報の発信
　東海農政局のホームページは、農業者戸別所得補
償制度、農業の６次産業化等、重要政策情報を正確

かつ迅速に掲載したほか、各種シンポジウム・セミ
ナーやイベントの紹介、統計発表等、東海地域に関
する情報について、国民に向けて幅広く情報の発信
を行った。また、農業政策情報はもとより、東海地
域の話題のスポットや旬な農産物等を幅広く紹介す
る政策情報誌「食・農ぴっくあっぷ」を毎月作成
し、消費者モニター等へ配付するとともに、ホーム
ページへ掲載した。
　ホームページを補完するため、東海農政局メール
マガジン「とうかいほっとメール」を計25回（原則
５日、20日及び特別号）発行した。
　平成22年度末の読者数は4,997人と安定した講読
者数を維持した。

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
　近畿管内の平成22年度の経済情勢をみると、雇用
等に厳しさを残しつつも、前半は前年度後半の流れ
を受け緩やかに回復を見せたが、後半には一服感が
見られた。
　主要項目別では、生産活動は前半は耐久消費財へ
の政策支援や輸出増加を背景に増加していたが、後
半にはアジア向け輸出の伸び鈍化などから増勢一服
となった。
　消費面では、猛暑や家電のエコポイント制度によ
る効果が見られた。またエコカー補助金の終了やた
ばこ税引き上げ前の駆け込み需要の反動があったも
のの緩やかに持ち直しつつあった。
　雇用面については失業率が高止まりであったが、
賃金は前年比マイナス幅が縮小した。
イ　農業経営
　平成22年の水田作経営の１経営体当たり農業粗収
益は127万円で、米の価格低下から稲作収入は減少
したものの、米戸別所得補償モデル事業交付金の交
付等により前年に比べて7.1％増加した。
　一方、農業経営費は122万円で、農業薬剤費、
農機具費等が減少したことにより、前年に比べて
2.9％減少した。
　この結果、農業粗収益から農業経営費を差し引い
た農業所得は５万円となった。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲
　平成22年産水稲の作付面積（子実用）は11万
500haで、前年産並みとなった。
　作柄は、５月中旬から６月上旬の低温により生育
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が抑制され、６月中旬から７月中旬の日照不足で
あったこと等から、作況指数98で、10a当たり収量
500kg、収穫量は55万２千tとなった。
イ　野菜
　平成22年産野菜の作付延べ面積は２万５千ha
で、前年に比べ500ha（1.9％）減少した。
　うち、指定野菜（前年の平成21年産が主産県調査
のため、一部の府県でレタス、にんじん、ピーマン
が調査対象外であったことから、これら３品目を除
く対前年比較可能な指定野菜11品目）の作付面積は
１万３千haで、前年に比べ300ha減少した。収穫量
は41万6,400t、出荷量は31万２千tであった。
ウ　果樹
　平成22年産果樹の栽培面積は２万９千haで、前
年に比べ200ha（0.7％）減少した。
　うち、温州みかんの結果樹面積（主産県：大
阪、兵庫、和歌山）は8,480haで、前年に比べ40ha
（0.5％）減少した。収穫量は16万8,600tで、前年産
に比べ４万t（19.2％）減少した。これは、果実肥
大期の高温・小雨に伴い果実の肥大が抑制されたこ
と、表年の前年に比べ結果数が大幅に減少した等に
よる。
　かきの結果樹面積（主産県：奈良、和歌山）は
4,650haで、前年に比べ20ha（0.4％）減少した。
収穫量は５万7,700tで、前年産に比べ３万500t
（34.6％）減少した。これは、開花期の天候不順に
伴い結果数が減少したこと等による。
　うめの結果樹面積（主産県：奈良、和歌山）は
5,510haで、前年に比べ20ha（0.4％）増加した。
収穫量は５万8,100tで、前年産に比べ１万5,300t
（20.8％）減少した。これは、開花期の天候不順の
影響により結果数が減少したこと等による。
エ　畜産
　平成23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３万3,800頭で前年に比べ1,900頭
（5.3％）減少し、肉用牛は８万8,100頭で前年に比べ
3,400頭（3.7％）減少した。これは、飼養者の高齢
化による廃業等による。

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
ア　米の消費拡大の取組
ａ　米を中心とする食生活の普及
　朝ごはんの習慣化の促進やバランスのよい
「日本型食生活｣ を普及し、米の消費拡大を図
ることを目的とした「めざましごはんキャン
ペーン」の取組として、市町村等が主催するイ

ベントに出展し、パネル展示、資料配布を行っ
た。
　また、学校米飯給食推進のため、関係機関へ
米飯・米粉パン給食回数増加について働きかけ
を行った。
　平成21年度米飯給食の週平均実施回数は、全
国で3.2回（平成20年度3.1回）であり、近畿管
内の各府県で2.7 ～ 3.7回（20年度2.6 ～ 3.7回）
と横ばい状態である。
ｂ　米粉食品の普及に向けた取組
　全国に先駆けて平成14年に設立した「近畿米
粉食品普及推進協議会」と連携し、「米粉食品
を聞く・見る・食べる～米粉まつり2010 ～」
と題して、シンポジウム、米粉食品の試食・販
売、製粉機械の紹介、米粉料理教室等を実施し
た。
　また、米粉利用技術の普及に向けた取組とし
て、「米粉パン製造技術講習会」、「米粉を使っ
た給食メニュー普及のための調理講習会」を開
催した。
　平成23年３月には、「米粉の需要拡大と６次
産業化に向けた米粉マッチング相談会」を開催
し、米粉の新たな需要創出と、生産者と実需者
等のマッチング促進を図った。

イ　地産地消の推進
　地産地消給食等メニューコンテストを実施した
ほか、地産地消の取組をより一層推進するため、
高速道路での飲食メニュー等において地産地消の
活動を行っている優良な店舗を表彰するメニュー
コンテストを西日本高速道路サービス・ホール
ディングス（株）と共催で11月に実施した。
　22点の応募があり、予選を勝ち抜いた７点が農
政局長賞などに輝いた。
　また、地域の農林水産物の利用が効果的に促進
されるよう交付金を活用し、１地区において直売
所に加え農林水産物の処理加工施設、レストラン
交流施設の整備を行った。
ウ　新規需要米の取組
　近畿管内における新規需要米のうち、米粉用
米、飼料用米、稲発酵粗飼料用稲の作付面積は、
戸別所得補償モデル対策における戦略作物として
助成措置が拡大されたことから農業者等の取組意
欲が高まり、大幅に増加する結果となり、米粉用
米が138ha（前年産の３倍）、飼料用米が173ha（同
４倍）、稲発酵粗飼料用稲が401ha（同２倍）と
なった。
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イ　食の安全と消費者の信頼確保、食育に向けた取組
ア　食品表示の監視体制の強化
　農林水産消費安全技術センター等との連携の
下、JAS法に基づき、食品表示について一般調査
及び特別調査を実施した。　　　　　　　　　　 
「食品表示110番」に寄せられた情報等3,414件の
うち、疑義情報として取り扱う情報提供について
は、任意調査等を行った。
　JAS法に基づく改善の指示を行ったものは５件
あった。
イ　トレーサビリティ制度の推進による消費者の信
頼確保
　牛トレーサビリティ制度の適切な運用を図るた
め、生産段階については、耳標の装着や、各種届
出の状況等について立入検査を1,359 回実施する
とともに、耳標の装着等が不十分な管理者に対し
て指導を行った。流通段階では、食肉販売業者等
に対して帳簿の備付けや個体識別番号の表示・伝
達の状況について立入検査（4,974回）及びDNA
鑑定用の牛肉サンプルの採取（1,723検体）を実
施するとともに、個体識別番号の表示、伝達等が
不十分な業者に対して指導を行った。
ウ　高病原性鳥インフルエンザに対する取組
　平成23年２月15日に和歌山県紀の川市で２月28
日に奈良県五條市で高病原性鳥インフルエンザの
疑似患畜が確認された。両県は、当該農場の飼養
鶏の殺処分及び埋却、移動制限区域の設定等の防
疫措置を行った。　
　近畿農政局では、簡易検査陽性の連絡を受け直
ちに高病原性鳥インフルエンザ対策本部を設置
し、両県の要請に基づく防疫作業支援者の派遣
（延べ140名）、消費者等への情報提供、消費者相
談窓口を設置した。また、小売店舗での鶏肉・鶏
卵の表示状況調査を実施（延べ6,172店舗）し、
不適切な表示に対しては撤去・是正を要請し、全
て改善された。
エ　消費者行政の展開
　平成22年度の消費者等からの相談件数は612件
であり、内訳は「資料請求」に関するものが23％
と一番多く、次に「制度・基準」が18％となって
いる。
　また、「消費者の部屋」として庁舎内外におい
て179回の展示を実施し、うち庁舎外では「移動
消費者の部屋」として128回実施した。７月28 ～
29日には小学生と保護者を対象に「夏休み子ども
消費者の部屋」を開催し、延べ254名が来場した。

　さらに、食に関する安全行政推進の一環とし
て、消費者等へのわかりやすい情報提供に努め、
食品の安全性確保等に関する意見交換を行うリス
クコミュニケーションやセミナーを４回開催した。
オ　食育の推進
　農業体験・調理体験等を通じて、子どもたちに
命を育む農業・農産物への理解・感謝の念を深め
てもらうため「五感に響く農業体験」として体験
学習の取組を支援しており、平成22年度は小学校
を中心に７校で実施した。
　また、この取組を多くの人に知ってもらうため
「食と農を考える体験学習活動成果発表会」を開
催した。

ウ　農業の持続的発展に向けた取組
ア　農業者戸別所得補償制度の推進
　平成23年度からの農業者戸別所得補償制度の本
格実施に向けて、平成22年度は、水田をターゲッ
トに事業の効果や円滑な事業運営を検証するため
に、戸別所得補償モデル対策（以下「モデル対
策」という。）を実施した。
ａ　モデル対策の交付状況（経営形態別）
　近畿管内におけるモデル対策の交付件数は13
万７千件で、これを経営形態別にみると、「個
人」が13万５千件（構成比98.9％）と太宗を占
め、「法人」は377件（同0.3％）、「集落営農」
は1,068件（同0.8％）となった。
　府県別にみると、兵庫は６万７千件で全国１
位の交付件数となり、次いで滋賀は２万６千
件、京都は２万３千件、和歌山は9,800件、奈
良は6,800件、大阪は3,800件となった。これ
は、初年度にもかかわらず多くの農家がモデル
対策へ期待を寄せ、参加していただいた結果と
考える。
　集落営農組織への交付件数は1,068件で、平
成21年度の水田経営所得安定対策への加入集落
営農組織数（666件）を約400件上回り、特に、
滋賀（115件）、京都（117件）及び兵庫（163
件）となり、共に100件を上回る加入となっ
た。これは、①米戸別所得補償モデル事業（以
下、「米モデル事業」という。）の交付対象面積
が、集落営農組織全体の主食用米の作付面積か
ら10aのみの控除でよいこと、②経営所得安定
対策に比べ担い手要件などの加入要件が緩和さ
れたこと、により新たな集落営農の組織化が進
展したと考えられ、担い手の確保が喫緊の課題
となっている水田農業において、将来の営農体
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制の確保に貢献したと考えられる。
ｂ　事業別の交付状況
　モデル対策の交付状況を事業別にみると、米
モデル事業は12万３千件（モデル対策交付件数
比90％）、水田利活用自給力向上事業（以下、
「水田利活用事業」という。）は５万５千件（同
40％）となった。
　米モデル事業の交付状況を府県別にみると、
滋賀、京都及び兵庫ではモデル対策の合計交付
件数の９割以上となり、一方、大阪は６割と低
くなった。　　　
　水田利活用事業の交付状況を府県別にみる
と、モデル対策の合計交付件数に占める割合
は、大阪が６割、京都、兵庫、奈良及び和歌山
は４割程度となり、滋賀は３割と低くなった。 
ｃ　交付金の支払い状況
　米モデル事業の定額部分及び水田利活用事業
交付金は、平成22年11月～平成23年１月に支払
いを開始し、米モデル事業の変動部分について
は、２月下旬から支払いを開始した。
　近畿管内では米モデル事業で199億円、水田
利活用事業で84億円と合計238億円が支払わ
れ、農家の手取り額の確保に貢献した。

イ　農地・水・環境保全向上対策の推進
　地域ぐるみで農地・農業用水等の資源を効果的
に保全・向上する「共同活動支援」に対する近
畿管内での取組状況は、地区数3,296（全国１万
9,658）、取組面積10万３千ha（全国143万３千
ha）となっており、取組面積の農振農用地に占
める割合は、約55％（全国約35％）となっている。
　取組面積を府県別にみると、滋賀33％、京都
14％、兵庫45％の３府県で９割以上を占めてお
り、取組地区数でもこの３府県で９割以上を占め
ている。
　これを農振農用地に占める割合でみると、滋賀
67％、京都57％、兵庫75％となっている。地目面
積別でみると水田が９割以上を占めている。
　また、化学肥料や農薬の使用を大幅に低減する
「営農活動支援」に対する近畿農政局管内での取
組状況は、活動組織数744（全国2,941）、取組面
積１万４千ha（全国８万４千ha）となっており、
全国における面積割合は約16％、組織数割合は約
25％と高い割合を占めている。
　取組面積を府県別にみると、環境保全型農業へ
の取組が進んでいる滋賀が近畿地域の約９割を占
めている。作物別には水稲の取組が全体の82％と

多く、次いで麦・豆類が13％となっている。
ウ　鳥獣害対策の展開
　近年、鳥獣による被害は、営農意欲の減退や不
作付地の増加をもたらす一因となっており、中山
間地域等を中心に全国的に深刻化している。
　近畿農政局では、都道府県を通じた市町村での
鳥獣害対策事業として「鳥獣被害防止総合対策交
付金」があることから、管内市町村に対し、ブ
ロック説明会や出前説明会を開催した。
　また、「移動消費者の部屋（京都中央郵便局）」
や「水都おおさか森林の市2010」において、消費
者に鳥獣害対策の必要性や捕獲したシカ･イノシ
シの有効利用について啓蒙を図った。

エ　農山漁村の活性化に向けた取組
ア　農業・農村の６次産業化の促進
　近畿農政局では、平成22年度、６次産業化の推
進にあたり、近畿の実態（①豊かな食文化と観
光、②気候風土に恵まれ多彩な農産物、③２千万
人を抱える大消費地、④食品産業を代表とする企
業、大学が多数存在）を踏まえた課題や対処方法
を検討するため近畿農業・農村６次産業化協議会
を設置するとともに、６次産業創出を側面的に支
援する組織として近畿農業・農村６次産業倶楽部
を設置した。
　近畿農業・農村６次産業化協議会では６次産業
化の課題を整理するとともに、近畿農業・農村６
次産業倶楽部においては、課題を踏まえ、農業者
と企業の情報の共有化、結びつきなどにつながる
商談・相談会、現地交流会、農産物の販路拡大
に向けたPRシートの作成・提出等を実施し、意
見・要望、実施効果などの把握に努めてきた。
　これらの取組の結果や、議論を踏まえ、平成23
年３月には近畿の実情を踏まえ、①情報発信、②
農業者と企業との結びつけ、③地域のコーディ
ネーター、リーダーの育成、④小規模農業者の取
り込み、⑤行政、農業者団体の役割、⑥倶楽部の
活性化からなる「近畿農業・農村６次産業化方
策」（以下「近畿６次化方策」という。）をとりま
とめた。
　近畿６次化方策を実践するため、平成23年３月
に、近畿管内の農林漁業団体、観光関係者、金融
機関、経済団体、行政等の関係機関の93団体を構
成員とした近畿６次産業化・地産地消連絡会議を
設置した。
　本連絡会議では、関係者との連携のもと、農林
漁業者・農山漁村の６次産業化の取組を地域への



― 253 ―第10章　地方農政局

地
方
農
政
局

波及や倶楽部員等が６次産業化に向けた取組を支
援することとしている。
イ　バイオマス利活用の推進
　近畿管内におけるバイオマスタウン構想は、新
たに11市町村が策定し、平成22年度末現在で策定
市町村数は33市町村となった。
　地域バイオマス利活用交付金のソフト事業で
は、バイオマスタウン構想策定２市町、バイオマ
スタウン構想の実現のための総合的な利活用シス
テムの構築等について13地区の支援を行い、ハー
ド事業では、大阪府内で排出される魚アラを飼料
に加工する新技術の実証等、３地区において施設
整備の支援を行った。
　また、稲わら等の収集運搬やエタノール製造の
効率化を図る技術の確立を目的としたソフトセル
ロース利活用技術確立事業や原料の調達からバイ
オディーゼル燃料の製造、供給まで、地域関係者
の一体となった取組を支援するバイオ燃料地域モ
デル実証事業等、地域の特性を活かした取組を実
施している。
ウ　都市と農山漁村の共生・対流の促進
　都市と農村が近接する近畿管内は、都市と農山
漁村の間でお互いの魅力を享受できるような関係
を築き、「人・もの・情報」の循環を活発化させ
ることによって、都市住民に「ゆとり」や「やす
らぎ」を提供するとともに、農山漁村地域におけ
る活性化を図るため、近畿管内の都市農村交流等
の取組を行っているNPO法人や関係団体と連携
し、都市と農村の共生・対流の促進に取り組んで
きた。
　平成22年度は、関係団体と連携し、京都市にお
いて、グリーン・ツーリズム商品化・流通促進セ
ミナーや子ども農山漁村交流プロジェクトリレー
シンポジウムin近畿を開催した。

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、報道関係者への
説明会、関西経済会との意見交換会、近畿地域農政懇
談会（消費者、生産者、経済界、報道関係者等で構
成）、近畿管内各府県部長会議、近畿管内各府県生協
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。

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
を公表したほか、ホームページ（トップページアクセ
ス件数約21万件）による、政策情報、統計情報、イベ
ントの開催情報の提供をはじめ、施策に対する意見募

集等インターネットを活用した情報の受発信を行って
いる。国民の利便性向上のため、利用者別メニューの
作成、双方向システムの整備等ホームページの改善を
実施した。
　また、同年度から農林水産省広報誌affの特集に関
連した近畿の情報を取りまとめたaff近畿を作成し、
掲載した。農政の動きやイベント情報、意見募集等を
メールマガジン「近畿農政局アグリレター」として月
２回配信し、よりタイムリーな情報提供に努めた。　
さらに、インターネット以外にも、情報紙「新鮮mini
情報」を発行し情報の発信を行った。

６　中国四国農政局

⑴　地域経済及び農業経営の概要
ア　地域経済
　平成22年の中国四国の経済は、全体としては持ち
直していたが、東日本大震災の影響により、生産が
減少したなど、弱い動きへと推移した。
　企業の業況は、総じて、前年度を上回る状況へと
推移した。
　生産は、横ばい傾向で推移していたが、部品等の
供給不足から年度末は減少した。
　雇用情勢は、厳しい状況にあるものの、緩やかな
持ち直しの動きで推移した。
　個人消費は、緩やかな持ち直しの動きが続いてい
たが、消費を控える動きもあるなど、年度末に弱い
動きとなった。
イ　農業経営
　平成22年の個別経営（農業経営体１経営体当た
り）の状況をみると、農業粗収益が305万円、農業
経営費が222万円、農業所得が83万円であった。
　総所得は446万円で、総所得の構成をみると、農
業所得が19％、農外所得が27％、年金等の収入が
54％となっている。
　全国農業地域別の個別経営をみると、農業所得は
中国地域が78万円、四国地域が90万円で、総所得は
中国地域が440万円、四国地域が456万円であった。
　総所得のうち農業所得の占める割合は、中国地域
が18％、四国地域が20％となっている。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲
　平成22年産水稲の作付面積は17万5,200haで、前
年産に比べ300ha（前年産対比0.2％）増加した。
　収穫量は86万6,100tで、前年産に比べ１万2,600t
（同1.4％）減少した。これは、作付面積が前年産に
比べて増加したものの、10a当たり収量が前年産を
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下回ったためである。
　作柄は作況指数98で、10a当たり収量は494kgで
あった。
　全国農業地域別にみると、中国地域は作況指数
97、10a当たり収量501kg、四国地域は作況指数
100、10a当たり収量481kgとなった。
イ　麦
　平成22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8,550haで、前年産に比べ
270ha（同3.3％）増加し、収穫量は２万2,800tで、
前年産に比べ100t（同0.4％）増加した。
　作柄は、小麦が平均収量対比72、二条大麦が86、
六条大麦が73、はだか麦が83で、10a当たり収量は
それぞれ224kg、324kg、151kg、266kgであった。
ウ　野菜
　平成22年産指定野菜14品目のうち、ほうれんそ
うの作付面積は2,210haで、前年産に比べ20ha（同
１％）減少した。収穫量は２万3,600tで、前年産に
比べ800t（同３％）減少した。
　ねぎの作付面積は2,430haで、前年並みであっ
た。収穫量は３万8,100tで、前年産に比べ4,300t（同
10％）減少した。
　たまねぎの作付面積は1,430haで、前年産に比べ
10ha（同１％）増加した。収穫量は４万6,600tで、
前年産に比べ2,600t（同５％）減少した。
　トマトの作付面積は1,090haで、前年産に比べ
20ha（同２％）減少した。収穫量は４万4,300tで、
前年産に比べ4,400t（同９％）減少した。
エ　果樹
　平成22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１万2,600haで、前年産に比べ300ha（２％）減少
し、直近の裏年である20年産に比べ800ha（６％）
減少した。収穫量は17万9,900tで、直近の裏年であ
る20年産に比べ４万9,600t（22％）と大幅に減少し
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1,450haで、前年産に比べ
60ha（同４％）減少した。収穫量は２万4,400tで、
前年産に比べ7,800t（同24％）減少した。
　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2,150ha
で、前年に比べ50ha（同２％）減少した。収穫量
は２万4,900tで、前年産に比べ1,600t（同６％）減
少した。
オ　花き

　平成22年産の花きの作付（収穫）面積は、切り
花類が1,770ha、鉢物類が96ha、花壇用苗もの類が
189haであった。
カ　畜産
　平成23年２月１日現在の乳用牛の飼養戸数は、
1,530戸で、前年に比べ110戸（対前年比6.7％）減少
し、飼養頭数は７万5,800頭で、前年に比べ1,800頭
（同2.3％）減少した。1戸当たり飼養頭数は49.5頭
で、前年に比べ2.2頭（同4.7％）増加した。
　肉用牛の飼養戸数は4,960戸で、前年に比べ400
戸（対前年比7.5％）減少し、飼養頭数は20万400頭
で、前年に比べ7,200頭（同3.5％）減少した。
　１戸当たり飼養頭数は40.4頭で、前年に比べ1.7頭
（同4.4％）増加した。
　豚の飼養戸数は372戸で、平成21年に比べ39戸
（対21年比9.5%）減少し、飼養頭数は56万1,100頭
で、平成21年に比べ２万2,400頭（同3.8%）減少し
た。
　１戸当たり飼養頭数は、1508.3頭で、平成21年に
比べ88.6頭（同6.2%）増加した。
　採卵鶏の飼養戸数は437戸で、平成21年に比べ39
戸（対21年比8.2%）減少し、成鶏めす飼養羽数は、
２万3,856千羽で、平成21年に比べ1,126千羽（同
4.5%）減少した。
　１戸あたりの成鶏めす羽数は54.6千羽で、平成21
年に比べ2.1千羽（同4.0%）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。
　特に本年度は、新たな「食料・農業・農村基本計
画」の中で、国民が将来に向けて明るい展望を描く
ことができるよう、戸別所得補償制度の導入、消費
者が求める「品質」と「安全・安心」といったニー
ズに適った生産体制への転換、６次産業化による活
力ある農山漁村の再生という農政の３本柱を基本
に、「食」と「地域」の早急な再生を図るため、地
域住民等との意見交換会を開催するなど、農政局幹
部が地域に直接出向き、積極的な周知活動を行い、
理解の促進を図った。
イ　意欲ある多様な農業者の育成・確保
　管内における認定農業者数は、平成22年３月末現
在で２万2,120（うち法人1,729）経営体と全国24万
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9,365（うち法人１万4,261）の8.9％を占めており、
主業農家に占める割合は、全国が58.0％であるのに
対し、中国・四国地域は51.6％と低い状況にある。
　中山間地域が大宗を占める中国・四国地域におい
ては、小規模経営で高齢農家が多く個別経営体によ
る利用集積が困難であることから、集落営農の取組
が盛んである。
　また、農業経営の法人化は、経営の明確化、取引
上の信用力の向上等、経営上のメリットが大きく、
効率的かつ安定的な農業経営の確立に向けて有効で
あるところ、平成23年１月１日現在の中国・四国地
域における農業生産法人数は1,455法人となってい
る。
　さらに、平成21年12月15日に改正農地法が施行さ
れ、参入区域の制限が撤廃されたことに伴い、貸借
であれば、一般法人であっても全国どこでも参入可
能となった。
　その結果、改正農地法の施行後、平成23年12月末
現在、中国四国地域で新たに130法人が285.2haの農
地を借受け農業経営に参入している。
　新規就農者は､ 平成19年までは600人前後で推移
していたが、近年、雇用就農が注目されたことによ
り平成21年は1,160人となっている｡ その内訳をみ
ると、新規学卒就農者が227人、Uターン就農者が
544人、新規参入者（農業外からの就農者）が355人
となっている。特に新規参入者は平成20年以降、増
加傾向にある。
　岡山地域での農業分野における障害者の雇用を
促進するため、福祉、保健、労働、農業の各部局
が連携した横断的な取組及び取組支援を行う組織
とし　て、「岡山地域農業の障害者雇用促進ネット
ワーク」（事務局：農政局経営支援課）が平成21年
３月10日に発足した。「岡山地域農業の障害者雇用
促進ネットワーク」では、農業分野における障害の
ある人の雇用への理解を深めるため、「第２回セミ
ナー」を平成22年８月に開催した。また、農業分野
における障害者の雇用促進を啓発するためのパンフ
レットの作成、配布などの普及・啓発活動を行った。
　中国四国農政局では、関係機関等と連携して、
「第36回中国四国地域農山漁村女性の集い｣（平成22
年９月岡山市）や「中国四国地域農山漁村女性起業
者研修会」（平成23年２月岡山市）等の開催や家族
経営協定事例集の作成など女性の参画の拡大に向け
て普及啓発を図った。
　中国四国農政局においては、中国・四国地域各県
の特徴を踏まえた農業経営の育成のあり方について

検討するとともに、現場における個別課題を検証し
情報の共有化を図る「農業経営の多様化プロジェク
ト」に取り組んだ。
　水田経営所得安定対策の平成22年産の加入申請に
ついては、3,497経営体（うち、認定農業者3,204、
集落営農組織293）からの申請があり、前年と比較
すると93経営体（うち、認定農業者88、集落営農組
織５）の減少となった。
　また、品目別の作付計画面積は米２万3,602ha、
４麦8,239ha、大豆2,667haとなり、前年と比較する
と米及び４麦はそれぞれ1,065ha、187haの増加、大
豆は172haの減少となった。
　中国四国農政局では、局・農政事務所独自パンフ
レットの作成・配布、ホームページへの広報記事の
掲載等を通じて、対策の周知徹底を図るとともに、
農業者の利便を図るため、市町村、JA、普及組織
等と連携して加入申請受付時には出張受付・出張説
明会等を実施した。
ウ　戸別所得補償モデル対策
ア　戸別所得補償モデル対策の加入促進
　管内各県は対象農家が多いことから一人でも多
くの農業者に制度を理解し参加していただけるよ
う、また、農業者が制度を知らなかったというこ
とがないよう、①加入申請書を全戸（水稲生産数
量目標配分農家）に配布することに加え、②地域 
協議会と連携した「いつでもどこでも出かける説
明会」、③農家へのパンフレットの配布、関係機
関の広報誌への掲載等、あらゆる手段を使って農
家への制度の周知と加入促進を行った。
　また、農林水産省では政務三役が先頭に立っ
た、加入促進活動を行う「あぜ道キャラバン」を
行い、中国四国農政局においても加入申請期限の
６月末まで農政局、農政事務所幹部等による「あ
ぜ道キャラバン」や「現場における勉強会」を実
施した。
　更に、６月の追い込み推進として５月末までの
加入状況を踏まえ、局長からの加入依頼文を添え
た申請書をダイレクトメールで送付、戸別訪問を 
行うなどの働きかけを地域協議会と連携して実施
した。
　なお、中国四国農政局ではモデル対策のスムー
ズな運営を図るため、全国に先駆けて「農業者戸
別所得補償制度推進室」を設置するとともに、農
政事務所においても本制度に関する情報提供、意
見等の把握を行う相談窓口を設置した。
イ　戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
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　戸別所得補償モデル対策の加入申請件数は、中
国四国では約22万２千件であり、経営形態別にみ
ると、個人が約22万件、法人が889件、集落営農
が507件となった。
　また、加入申請面積は、米戸別所得補償モデ
ル事業で主食用米12万ha、水田利活用自給力向
上事業で麦7.9千ha、大豆4.8千ha、飼料作物5.9千
ha、新規需要米2.7千ha、加工用米707ha、そば
1.3千ha、なたね75haとなった。
ウ　戸別所得補償モデル対策の交付金支払い
　戸別所得補償モデル対策（米戸別所得補償モデ
ル事業の定額部分、水田利活用自給力向上事業）
の交付金の支払いについては、平成22年11月19日
の鳥取県、島根県を皮切りに、各県順次支払いを
開始し、平成23年３月末までには全て支払いが終
了した。
　また、平成23年１月までの米の相対取引価格を
基に算出された米戸別所得補償モデル事業の変動
部分の交付金、10a当たり１万5,100円について、
平成23年３月末までには全ての地域で支払が終了
した。
　その結果、モデル対策における交付金支払件数
（額）は、管内では約19万８千件（約390億円）で
あった。なお、支払件数を経営形態別にみると、
個人が約19万６千件、法人が928件、集落営農が
519件となった。
　この集落営農数は、前年度の経営所得安定対策
と比べ1.7倍に増加しており、モデル対策が集落
営農の組織化の進展等に寄与した。これは、米戸
別所得補償モデル事業においては、加入農業者の
水稲作付面積のうち10aは自家消費用として定額
部分の１万５千円の対象から除外することとなっ
ているが、集落営農については、組織全体で10a
を対象から除外するというメリット措置等による
ものと考えられる。
　また、支払面積は、米戸別所得補償モデル事
業で主食用米９万８千ha、水田利活用自給力向
上事業で麦８千ha、大豆4.2千ha、飼料作物5.8千
ha、新規需要米2.6千ha、加工用米680ha、そば
1.2千ha、なたね46haとなった。
　このうち、飼料用米が鳥取県、島根県、岡山
県、徳島県及び高知県を中心に増加し、各県計で
前年に比べ約８倍と大幅に増加したため、新規需
要米は全体として前年の約３倍となり、順調に作
付けが増加した。
　これは、管内各県における低い汎用田化率（排

水不良田が多い）、高い水田率や低い耕地利用率
といった状況の中で、生産調整の推進手段とし
て、主食用米から飼料用米等への誘導、また、調
整水田等の不作付地への導入作物として、新規需
要米の作付けが拡大したものと考えられる。

エ　農地・水・環境保全向上対策の推進
　農業生産にとって最も基礎的な資源である農地・
農業用水等の保全向上に関する地域ぐるみでの効果
の高い共同活動と、農業者ぐるみでの環境保全に向
けた先進的な営農活動を、総合的・一体的に支援
し、これらの活動を通じて地域の振興に資すること
を目的とし、平成19年度より実施している。平成22
年度は2,551の活動組織が設立され（うち営農活動
に関して264）、約10万ha（同約４千ha）の取組が
行われた。
　また、中国四国農政局消費者の部屋において管
内の代表的なモデル地区の活動事例・環境保全型
農業のパネル及びパンフレット等を展示した。さ
らに、「平成23年度農村環境の未来を考える研究会
（山口大会）（主催：山口県農地・水・環境保全向上
対策協議会／徳島県共催：農林水産省中国四国農政
局）」では、農地・水・環境保全向上対策の事例発
表などのイベントを開催し、活動組織の情報共有と
活性化を図った。
ア　耕作放棄地再生利用緊急対策の推進
　国内の食料供給力を強化するため、農地の確保
と有効活用を図ることが重要であり、「経済財政
改革の基本方針2008」において「農業上重要な地
域を中心に耕作放棄地を解消」する旨が掲げられ
た。
　これを踏まえて、耕作放棄地を再生利用する取
組やこれに附帯する施設等の整備、農地利用調
整、営農開始後のフォローアップ等の地域の取組
を総括的・包括的に支援する「耕作放棄地再生利
用緊急対策」（以下「本体策」という。）を平成21
年度より実施している。
　平成22年度には、95市町村で、耕作放棄地の再
生作業（149ha：うち実証ほ場設置１ha）や土壌
改良、施設の整備、営農再開が取り組まれた。
　中国四国農政局では、管内全９県及び69市町村
に対し、本対策内容の説明会や取組要請活動を実
施した。
　また、地域に出向き聞き取り調査を行い、地域
の実情に即した効果的な取組ができるよう、取組
主体別にとりまとめた事例集を作成し、地域協議
会等に配布するとともに、農政局ホームページに
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掲載した。
イ　中山間地域等直接支払制度の推進
　中山間地域等は流域の上流部に位置することか
ら、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん
養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、
下流域の都市住民を含む多くの国民の生命・財産
を守り、豊かなくらしを実現する上で大きな役割
を果たしている。
　しかしながら、平地に比べ自然的・経済的・社
会的条件が不利な中山間地域等では、過疎化・高
齢化の進行による耕作放棄の増加等により、農業
生産力と多面的機能が低下し、国民全体にとって
大きな損失が生じることが懸念されている。
　このため、担い手の育成等による農業生産活動
の継続による多面的機能を確保することを目的
に、国民の理解の下に中山間地域等直接支払交付
金を交付している。
　平成22年度の管内９県の実施状況は、対象農用
地を有する182市町村の95％に当たる173市町村、
協定数で8,420協定、交付面積で９万1,265haで交
付金が交付され、農業生産活動等を行うことによ
り適正な農用地の維持・管理が行われている。
　中国四国農政局では、制度の普及・推進のため
の局独自のリーフレットを作成し関係者に配布し
ており、また、平成22年度の管内９県の実施状況
や事例等を取りまとめ、その概要を中国四国農政
局ホームページに掲載している。

オ　食の安全及び消費者の信頼確保の取組
ア　リスクコミュニケーションの円滑な推進等
　食品安全の科学的な考え方の基本について一般
消費者の方の理解を深めていただくため、「食品
安全の基礎知識に関する消費者向けセミナー」を
岡山県玉野市で開催した。
　また、消費者団体等との懇談会を管内各地で36
回実施した。
　一方、消費者等への食の安全に関する正しい知
識の普及と施策に対する意見の聴取を目的に、
「食と農の知っ得講座」（食品安全、食品表示、
農薬、食事バランスガイドなど９種類）を421回
（延べ１万３千人）開催した。
イ　食品表示の適正化
ａ　表示制度の普及啓発
　食品表示を巡る動きや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、食
品表示セミナー（121回）や本省委託事業であ
る食品表示適正化技術講座（２か所４回）を開

催した。
　さらに、中国四国における「フードチェーン
食品表示信頼性向上プロジェクト」の一環とし
て、コンプライアンス意識の強化を図る「食品
表示特別セミナー」を島根、岡山、広島、山
口、徳島、香川及び愛媛の各県で計14回開催し
た。
ｂ　表示状況の監視
　一方、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。
　また、特に消費者の関心の高い品目である有
機等表示加工食品、うるち精米及びもち米加工
品について、表示の真正性の確認調査やDNA
分析等、科学的手法を用いた表示適正化調査を
実施した。
　さらに、管内９か所に設置している「食品表
示110番」等を活用し、広く一般消費者等から
情報提供を受け付けた。
　これら各種の調査や一般消費者等からの情報
提供により表示違反の疑いが生じたときは、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（平成22年度は管内
業者に対して12件（大臣指示４件、中国四国農
政局長指示１件、県知事指示６件、市長指示１
件）の指示が行われた。）の措置を行った。
ｃ　関係機関との連携
　中国・四国地域における食品表示関係行政機
関等が互いに情報・意見交換を行うため、平成
20年５月に発足した「中国四国地域食品表示監
視連絡会議」を２回開催した。また、国土交
通省中国運輸局及び四国運輸局の参加を得て
「JAS法と倉庫業に関する中国四国地域連絡会
議」（１回）を開催するなど、国の関係機関と
の情報・意見交換を行った。各県ごとにも「食
品表示監視協議会」を開催し、県警本部を含む
関係機関との連携強化、情報の共有化を推進し
た。

ウ　農畜水産物の安全確保に向けた取組
ａ　農薬等の使用状況等の調査点検等
　農薬や飼料添加物などの適正使用を推進する
ため、生産者に対して農薬の使用状況等調査
（702件）、家畜飼養農家に対する飼料使用状況
等調査（193件）、並びに養殖魚家に対する水産
用医薬品使用状況等の調査（221件）を通じた
点検･指導を実施した。
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ｂ　高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）への対
応　管内におけるHPAI発生に備え、①HPAI
に関する知識を深めるため、防疫服着脱訓練を
含めた講習会、②HPAIの発生を想定した緊急
時初動対応訓練を行った。
ｃ　牛トレーサビリティ制度の普及
　牛の個体識別情報への信頼を確保するため、
牛管理者等に対する立入検査（2,750件）、販売
業者等に対する立入検査（4,229件）及び市販
の国産牛肉のDNA鑑定を行うとともに、鑑定
結果を踏まえた検査・指導を実施し、本制度の
適切な運営に努めた。

カ　食育の推進
　「食事バランスガイド」を活用した日本型食生活
の推進では、正しい食生活に関する意識の啓発を目
的に、大学生を対象にした食事バランスガイドの実
践体験及び食生活に関するアンケート調査を実施し
た。
　教育ファーム（農林漁業体験学習）の取組の推
進を図るため、「食の大切さを農業とともに考えよ
う！」をテーマとした意見交換会を管内各県で開催
した。
　また、食と農を結び付ける食育活動への働きかけ
を行い、「食と農をつなぐ食育活動」事例集の作成
や栄養教諭や大学生を対象とした「農業体験と意見
交換会」を開催した。
　「中国四国食育ネットワーク」の会員間の新たな
交流の場となるよう、会報誌を４回発行するととも
に、会員のイベント情報や食育に関する情報などを
メールマガジン等により発信している。

（平成23年３月末会員数：183人）
キ　農林水産物・食品の輸出促進の取組
　中国四国農政局では、管内の県、ジェトロ、国の
地方支分部局等の参加のもと「中国四国地域農林水
産物等輸出促進協議会幹事会」を開催（平成22年７
月１日）し、当該協議会の輸出促進に向けた活動方
針を決定するとともに、関係機関の取組状況につい
ての報告や今後の取組に向けた意見交換を行った。
　輸出意欲のある生産者や食品事業者を対象に、
「輸出オリエンテーションの会」を開催（平成23年
３月10日岡山市）し、日本産農林水産物海外輸出戦
略をテーマにしたセミナーを開催するとともに、展
示・商談会を実施した。
ク　豊かで住み良い農村地域の振興
　農商工連携の推進のため、農政局として農林水産
業関係者向けの独自の啓発用リーフレット等を作成

し、配布した。
　中国及び四国経済産業局と連携し、平成22年度に
おいて５件（中国４件、四国１件）の「農商工等連
携促進法」に基づく事業計画認定を行うとともに、
関係機関と連携し、合同会議やブロック協議会を開
催するなど一体となった取組の推進を図った。
　また、商談会や販売促進会、農業者と中小企業者
がお互いの現場を訪れ現地見学や意見交換を行う交
流会を開催するなど、農商工連携の促進を図った。
さらに、経済産業局並びに中小企業基盤整備機構か
ら講師を招き、経済産業局の施策や中小企業者の経
営分析等に関する勉強会を開催するなど、職員の資
質向上を図った。
　また、各地域の「強み」である農林水産物等の地
域産業資源を活用する「中小企業地域資源活用促進
法」に基づく４件の事業計画認定を行うとともに、
産学官の異業種が連携した食料産業クラスター協議
会の形成等の各種施策を一体的に推進している。
　６次産業化推進のため、農政局として農林水産業
関係向けの独自の啓発用リーフレット等を作成し、
配布した。
　中国地域及び四国地域連絡会議を設置して、管内
各県農林水産部局と情報交換を行うとともに、関係
機関、関係団体等と連携し、一体となった取り組み
の推進を図った。
　平成23年３月１日には、六次産業化法が完全施行
されたことから中国・四国ブロック別説明会に続き
管内各県別説明会を開催するとともに、農林漁業者
等から相談受付を行った。
　また、中国四国農政局内で日頃の業務等を通じて
PRや認定案件の発掘等に繋がる活動を行うために
設置した「６次産業化推進員」に対して、資質向上
のため研修を行った。
　六次産業化法に基づく第１回総合化事業計画認定
を37件の認定を行うとともに、「中国・四国地域６
次産業化フォーラムin岡山」を開催した。
　また、各県に６次産業化サポートセンターを設置
し、６次産業化プランナー（48人）を配置して、第
１回総合化事業計画認定者のフォローアップと新た
に６次産業化に取組む農林漁業者の相談・事業計画
のサポート等、各種支援を行っている。　
ケ　バイオマス活用の推進
　バイオマス活用の推進を図るため、バイオマス推
進計画の策定等に向けて、随時、県、市町村に対し
て指導・助言を行った。
　家畜排せつ物については、適正な管理とともにそ
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の有効利用を促進するため、排せつ物処理施設整備
関連リーフレットを作成・配布した。
　食品廃棄物については、食品リサイクル法に係る
業務の推進と併せて、関係機関と連携して食品廃棄
物の発生抑制、飼料化、肥料化、メタン化、熱回収
など、再生利用等の取組の推進に向けた普及・啓発
の充実を図った。

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。
　米粉利用の更なる普及・定着のため、中国四国米粉
食品普及推進協議会及び各県・地域の米粉食品普及推
進協議会等関係団体、機関と連携し、米粉料理のレシ
ピ等の作成、パネル展、米粉パン等の料理講習会・シ
ンポジウム等の開催、各種イベントでの米粉食品の展
示、販売等を行った。
　また、管内のパン製造業者等を対象とした米粉パン
製造技術講習会を広島県・香川県の２会場で開催し、
受講生112名に、最新の米粉パン製造技術を伝えると
ともに、講習後の検証と今後の方向性を探るため、過
去２年間の受講生（重複を除く137名）に対し、受講
後の取組みに関するアンケート調査を実施した（回答
数88名）。
　なお、管内におけるパン・麺・洋菓子等の新規用途
向け米粉用米の生産量は、平成21年度657tから平成22
年度は、1,224tと約1.9倍に増加した。

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
　中国四国農政局ホームページは、東日本大震災情
報への窓口をはじめ、「農業者戸別所得補償制度」、
「農山漁村の６次産業化」、「米トレーサビリティ」
等の重要施策を中心に、イベントの紹介や統計情報
について迅速な情報の発信・更新に努めた。
　中国四国農政局メールマガジンは、「中国四国あ
ぐりレター」を毎月５日、20日に発刊（年28回）
し、登録者数は約５千人が登録している。また、あ
わせて「中国四国バイオマスメールマガジン」（年
９回）、「中国四国米粉利用推進ネットワーク（ココ
ねっと通信）」（年８回）、「中国四国消費・安全草の
根ネット」（年75回）、「中国四国食育ネットワーク
メールマガジン」（年22回）の各メールマガジンを

発刊した。
イ　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（157回）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
　九州経済の動向をみると、アジア需要を中心とし
た海外需要や政府の経済対策等を背景に総じて緩や
かな持ち直し基調で推移した。
　特に九州は生産と輸出の相関関係が強く、アジア
の経済成長や北米を中心とした世界経済の回復に支
えられた輸出が牽引し、生産指数は右肩上がりで推
移した。
　また、雇用情勢は依然厳しい状況にあるものの、
求人は増加傾向にあり持ち直しの動きがみられた。
　個人消費は、消費者の節約志向、低価格志向が定
着して厳しい状況が続いたものの、エコカー補助
金、家電エコポイント制度、猛暑効果等により緩や
かながら持ち直した。
イ  農業経営
　平成22年の九州における１経営体当たり農業所得
を営農類型別にみると、水田作経営が56万円、畑作
経営が136万円、露地野菜作経営が155万円、施設野
菜作経営が518万円、果樹作経営が245万円、酪農経
営が652万円、肉用牛経営が162万円となった。
　また、農業粗収益のうちどれだけが農業所得
になったかを示す農業所得率は、水田作経営が
22.9％、畑作経営が29.0％、露地野菜作経営が
39.5％、施設野菜作経営が39.0％、果樹作経営が
35.2％、酪農経営が16.1％、肉用牛経営が10.7％と
なった。

⑵　農業生産の動向
ア　水稲
　平成22年産水稲の作付面積（子実用）は、前年産
並みの19万haとなった。
　収穫量（子実用）は93万３千tで、前年産に比べ
２万7,700t（３％）減少した。
　早期栽培水稲は、田植期の低温・日照不足により
生育が抑制されたものの、出穂期以降天候に恵ま
れ、台風の襲来もなく登熟が「やや良」となった。
　普通栽培水稲は、出穂期以降おおむね天候に恵ま
れ、台風の襲来もなかったことから九州各県、登熟
が「平年並み」ないし「やや良」となったものの、
出穂期以降、高温傾向に推移し一部で登熟が阻害さ
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れ、また、紋枯病やウンカの発生により被害が拡大
した。
　このことから、作柄は10a当たり収量491㎏、作況
指数98となった。
　なお、主食用作付面積に10a当たり収量を乗じた
収穫量（主食用）は92万5,100tとなった。
イ　麦、大豆
　平成22年産麦の作付面積は、４麦（小麦、二条
大麦、六条大麦、はだか麦）全体で前年産に比べ
200ha増加し５万3,900ha（前年比100％）となった。
　作柄は、10a当たり平均収量対比（％）でみると
小麦が68、二条大麦が73、はだか麦が80で、収穫量
は14万1,500t（前年比83％）となった。
　また、大豆の作付面積は２万1,100ha（前年比
92％）、収穫量は４万3,800t（前年比97％）となった。
ウ　野菜
　平成22年産指定野菜（14品目）の作付面積は４万
8,600haとなった。
　また、収穫量は168万ｔ、出荷量は146万tとなっ
た。
エ　果樹、花き
　平成22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、うめ、ぶど
う、かき等を中心に減少し４万2,700ha（前年比
98％）となった。
　花きの作付（収穫）面積は、切り花類が3,035ha､
球根類が100ha、鉢もの類が298ha、花壇用苗もの
類が205haとなった。
オ　畜産
　平成23年２月１日現在の肉用牛の飼養戸数は３万
400戸（前年比93％）、飼養頭数は98万4,100頭（同
93％）となった。
　乳用牛の飼養戸数は2,050戸（同94％）、飼養頭数
は11万9,100頭（同98％）となった。
　豚の飼養戸数は1,810戸、飼養頭数は298万２千頭
となった。
　採卵鶏の飼養戸数は561戸、飼養羽数は2,344
万４千羽となった。
カ　その他
　平成22年産かんしょの作付面積は１万9,600ha（前
年比98％）で、前年産に比べ300haの減少となっ
た。全国に占める九州の作付面積割合は49％とな
り、前年産並みであった。
　主産県（大分県を除く６県）における茶の摘採延
べ面積は３万7,300ha、生葉収獲量は16万4,900t、荒
茶生産量は３万4,100tとなった。

⑶　主要な農政課題等をめぐる動き
ア　農業者戸別所得補償制度の取組
　平成22年度は戸別所得補償モデル対策として、
①　自給率向上のポイントとなる麦・大豆・飼料作
物・新規需要米等について、シンプルで分かりや
すい助成体系の下に生産拡大を促す水田利活用自
給力向上事業
②　水田農業の経営安定を図るため恒常的にコスト
割れしている稲作農業の経営改善や米の需給調整
の確保を目指す米戸別所得補償モデル事業
の２つの事業をセットで実施した。
　各県・地域の水田農業推進協議会をはじめ関係機
関の協力を得て、加入促進・制度周知の活動（約
1,700回、関係者約６万８千人の参加）を行った結
果、管内のモデル対策の支払件数は18万７千件と
なった。
　また、23年度からの本格実施に向けて、ブロッ
ク・県別・地域別の各段階における説明会等を通
じ、加入促進・制度周知の活動を行った。
イ　経営安定対策の確実な推進
　平成19年より、効率的かつ安定的な農業経営の育
成の加速化を目指して、新たな経営安定対策が導入
され、各対策の着実な推進を図っている。
ア　水田・畑作経営所得安定対策
　22年産にかかる水田・畑作経営所得安定対策
の加入申請は、7,705経営体（前年比94.0％）と
なっており、その内訳は、認定農業者6,396経営
体（同93.5％）、集落営農組織1,309経営体（同
96.3％）となった。
　また、品目別作付予定面積では、米作付予定
面積で５万2,298ha、４麦作付予定面積で５万
2,870ha、大豆作付予定面積で１万9,653haとなっ
ている。
イ　畜産
　畜産経営安定対策については、畜産物価格の変
動等に対して、経営の安定を図るセーフティー
ネット措置として従来から各種対策を実施してい
る。
　22年度は、肉用子牛価格が発動基準を下回った
場合に一部を補てんする「肉用牛繁殖経営支援事
業」や、肉用牛肥育経営の収益性が悪化した場合
に粗収益と生産費の差額の８割を補てんする「肉
用牛肥育経営安定特別対策事業」等、畜産情勢に
応じて講じられた対策について、管内関係者への
周知等を行った。
ウ　野菜
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　19年度から、①契約取引の推進、②需給調整の
的確な実施、③担い手を中心とした産地への重点
支援を推進する経営安定対策を実施している。
　なお、担い手の育成・確保をはじめとする産地
ごとの明確な目標を定めた産地強化計画が、管内
の指定産地（169産地）において202計画策定され
ている（23年３月現在）。
エ　果　樹
　19年度から、計画的な生産出荷の推進や一時的
な出荷集中時に生果の加工仕向けを行う需給安定
対策に加え、果樹産地構造改革計画で明確化され
た担い手等が行う優良品目・品種への転換、園地
整備、労働力調整システムの構築等の前向きな取
組を支援している。
　なお、管内において、それぞれの産地に応じた
89の果樹産地構造改革計画が策定されている（23
年３月現在）。
オ　さとうきび・でん粉原料用かんしょ　
　19年産から、地域において安定的な生産を担う
者に対し支援しているが、22年産からは、防除及
び中耕・培土を基幹産業に追加するなど、要件の
見直しが行われた。
　これにより、特例農家を対象に作業委託の推進
や共同防除の普及が図られた。

ウ　米政策改革の推進
　平成22年産における米穀の需給調整は、関係機関
との連携のもと、戸別所得補償モデル対策への加入
促進と一体的な推進を行い、管内全県で生産数量目
標に即した生産となった。
　22年産新規需要米の取組においては、九州では
１万970haとなり、前年産に比べ74％の増加となっ
た。稲発酵粗飼料用稲・青刈り稲・わら専用稲の認
定面積は8,549haとなり、全国の52％を占めている。
エ　食育の推進
　九州農政局では、自然の恩恵や食に関わる人々の
様々な活動への理解を深めること等の食育効果が発
揮される農林漁業体験活動である「教育ファーム」
の取組推進のために、「九州地域教育ファーム推進
協議会」を平成22年３月に設置し、22年度に当該協
議会を２回開催、「教育ファーム」の現状について
の分析、課題及びその解決策の検討を行った。
　また、地域において食育活動を行っている団体等
の紹介及び関係者のネットワークづくりの支援のた
め、局ホームページのなかに「食育アイランド九
州」を開設し、23年２月末現在で754の個人・団体
が登録・参加している。なお、今後の食育活動の拡

大や定着に役立てていただくための「食育アイラン
ド九州」交流会を、九州各県において毎年開催して
いる。
オ　農畜産物の地産地消の推進
　地産地消は、高齢者や小規模農家でも消費者に直
接販売することで、やりがいを実感しつつ営農に取
り組み、所得を確保する機会を提供するなど、食料
自給率の向上に役立つとともに、地域農業や関連産
業の活性化に貢献するものであり、九州農政局で
は、「食料安保・自給率向上本部」の取組の一環と
して推進している。
　地域における実践的な計画（地産地消推進計画）
は、平成21年度末で、県、市町村、農業協同組合等
により124件の計画が策定され、生産者による直接
販売のみならず、学校給食や飲食店での地場農畜産
物の利用の拡大が進んでいる。
　22年度の全国地産地消優良活動表彰事業では、管
内から、「農事組合法人わくわくふれあい市」（長崎
県）、「JA熊本市女性部」（熊本県）、「有限会社とう
ふ屋」（大分県）、「宮崎県立宮崎農業高等学校園芸
流通部」（宮崎県）の４団体を推薦した。
　また、「地産地消給食等メニューコンテスト」に
は、学校給食・社員食堂部門に６メニュー、外食・
弁当部門に13メニューの応募があり、熊本県の「熊
本市学校給食植木共同調理場」が生産局長賞を受賞
した。
　このほか、「地産地消の仕事人」に、農業者等５
名が新たに選定され、管内の仕事人は延べ25人と
なった。
カ　農山漁村の６次産業化の取組
　平成22年12月３日に「地域資源を活用した農林漁
業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物
の利用促進に関する法律」（「六次産業化法」）が公
布され、23年３月１日に６次産業化に関する部分が
施行された。
　九州農政局では、局及び農政事務所（現地域セン
ター）に、22年10月１日に「６次産業化の推進に関
する総合相談窓口」を設置し、農林漁業者をはじめ
とした６次産業化に取り組む意欲を持つ方々の相談
に応じている。
　また、九州地域の６次産業化を積極的に推進する
ことを目的に、九州各県、有識者による専門委員の
参画を得て、「九州地域６次産業化推進会議」を設
置し、22年12月15日に第１回の会議を開催した。
　六次産業化法の普及・啓発を図るため、23年２～
３月に九州各県で説明会を開催し、３月から事業計
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画認定申請の受付を開始するとともに、相談会を開
催した。
キ　家畜の伝染性疾病発生への対応
ア　口蹄疫の発生
　平成22年４月20日に宮崎県において、国内で10
年ぶりに確認された口蹄疫については、川南地区
を中心に発生が増加したことから、自衛隊、全国
の警察及び関係行政機関等から人的支援を受け、
防疫措置が講じられた。
　九州農政局においては、発生が確認された日
に、対策本部を設置し、宮崎県への人的な支援や
消費者への的確な情報の提供、小売店舗における
不適切な表示などの調査及び指導を行った。人的
な支援では、家畜の殺処分や消毒ポイント作業等
を中心に延べ6,818人を派遣した。
　約30万頭の家畜（牛、豚等）の殺処分など懸命
の防疫措置が講じられた結果、同年７月４日の発
生を最後に口蹄疫は終息した。
イ　高病原性鳥インフルエンザの発生
　22年11月の島根県における高病原性鳥インフル
エンザの発生に続いて、23年１月22日に宮崎県、
同月26日に鹿児島県、２月２日には大分県で同病
が発生した。鹿児島県、大分県ではそれぞれ１農
場での発生で止まったが、宮崎県では３月まで13
農場での発生となった。この結果、九州全体で15
農場で発生、約104万羽が殺処分された。
 九州農政局では、発生が確認された日に対策本
部を設置し、人的な支援や消費者への正確な情報
の提供、小売店舗における不適切な表示などの調
査と指導を行った。人的な支援では、宮崎県の消
毒ポイント作業を中心に延べ1,440人を派遣した。

ク　食品表示の適正化に向けて
　食品表示の適正化を進めるため、食品製造業者等
を対象とした「食品事業者表示適正化技術講座」の
開催、各地域において関係団体等の要請に応じた説
明会の開催や講師派遣などを行い、制度の普及・啓
発に努めた。
　また、食品表示Gメンが日常的に小売店舗を巡回
し、生鮮食品、加工食品及び有機農産物を対象と
した表示調査や、DNA分析などの科学的分析手法
を活用し、特定の品目に着目した表示適正化調査
（「有機」等と表示された食品、袋詰米穀及び加工米
飯、もち米加工品）を実施した。
　また、「食品表示110番」を開設し、一般消費者等
から不適正な食品表示に関する情報を受け付けると
ともに、公募により委嘱した一般消費者等が日常の

買い物の機会等を利用して食品表示の状況を監視す
る「食品表示ウォッチャー」により情報収集を行っ
た。
　なお、「食品表示110番」の受付件数は年々増加傾
向にあり、平成22年度の受付件数は3,749件、うち
疑義情報の提供は501件あった。
ケ　耕作放棄地の現状とその解消に向けた取組
　管内で実施した「平成22年度の荒廃した耕作放棄
地等の状況調査」結果をみると、「農地として復元
利用すべき耕作放棄地」は約２万８千ha（うち農用
地区域内は約１万７千ha）で、前年の約２万９千
haに比べ約１千ha減少、その増加に一定の歯止め
がかかっている。
　各地域では、耕作放棄地対策協議会が設置され、
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金や県単独事業等
を活用し、耕作放棄地の解消に向けた積極的な取組
が進められており、この１年間に約1,600haの耕作
放棄地が解消した。
コ　農地・水・環境保全向上対策の推進
　農地・農業用水等の資源の適切な保全管理ととも
に農村環境の保全等にも貢献する地域共同の取組を
支援するため、平成19年度から農地・水・環境保全
向上対策を実施している。
　22年度の農地・農業用水等の保全管理に関わる共
同活動は、管内202の市町村において3,960の活動組
織で取組が行われており､ 対象となる農地面積は19
万362haとなっている。
　また、営農の取組においても、地域でまとまりを
もって化学肥料や化学合成農薬を大幅に低減する環
境保全型農業に取り組む活動組織への支援も併せて
行っている。この営農活動の取組は､ 管内66の市町
村、455の活動組織において行われ、対象となる農
地面積は１万27haとなっている。
サ　鳥獣被害防止の取組
　平成20年２月に施行された「鳥獣による農林水産
業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法
律」（平成19年法律第134号）に基づき被害防止計画
を作成した市町村は、国が財政上の措置を講じる
等、各種のメリット措置が受けられる。23年２月末
現在、九州では全市町村のほぼ９割を占める203市
町村（管内233市町村）が計画を作成しており、地
域主体の取組が着実に進んでいる。
　また、同法が施行されたことに伴う財政支援の一
つとして、農林水産省では、20年度から鳥獣害防止
総合対策事業を創設し、九州では105の地域協議会
等を事業採択し、地域主体の取組を支援した。
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シ　農山漁村活性化の取組
　管内では、平成19年度から22年度までに７県132
市町村で農山漁村活性化法に基づく活性化計画が策
定され、22年度は86の活性化計画に基づく取組につ
いて、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を交
付した。
　都市と農山漁村の共生・対流については、「広域
連携共生・対流等対策交付金」により、管内22地域
での取組を支援した。本交付金を活用した「九州グ
リーン・ツーリズムシンポジウム2010」が大分県宇
佐市安心院町他で開催され、九州各地からグリー
ン・ツーリズム実践者を中心に、２日間で延べ680
名の参加があった。
　また、小学生の子ども達が農山漁村で長期宿泊体
験活動を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」
について、19のモデル地域における受入体制づくり
のための取組を支援した。
ス　バイオマス利活用の推進
　バイオマスの利活用を推進するためには、地域で
発生するバイオマスをできるだけ地域で効率的に利
用するシステムを構築することが基本である。ま
た、バイオマスを持続的に利活用していくために
は、生産、収集、変換、利用の各段階が有機的に
つながり、全体として経済性のある循環システムを
構築することが重要である。このため、総合的なバ
イオマス利活用システムを構築するバイオマスタウ
ン構想策定にこれまで取り組んできた。平成22年度
は、新たに９市町が策定し、管内の構想策定市町村
は56市町村となった。
　また、家畜排せつ物や生ゴミ、焼酎かす、木質バ
イオマス等の利活用施設の整備等、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
要な取組に対し、地域バイオマス利活用交付金によ
る支援を行い、構想実現の促進を図った。

⑷　関係機関との連携強化
ア　連携による農業の高付加価値化の推進
ア　農商工連携
　平成20年７月21日に「中小企業者と農林漁業者
との連携による事業活動の促進に関する法律（農
商工等連携促進法）」（平成20年５月法律第38号）
が施行され、中小企業者と農林漁業者とが有機的
に連携した「農商工連携」により、相互の経営資
源を有効活用した新商品・新サービスの開発、販
路拡大等の取組を支援している。
　九州農政局では、農商工連携を着実に進めてい
くため、九州経済産業局と連携して、自治体、農

林水産業関係団体及び商工業関係団体等を構成メ
ンバーとする九州地域農商工連携促進協議会を中
心に、「農商工連携フォーラム」（22年12月:宮崎
市）を開催し、商品開発のヒントとなる「ブラン
ドづくり」に関する講演やビジネスプランの発表
を行うとともに、農商工連携認定事業者等による
商品展示・試食会を開催した。
　22年度における農商工等連携促進法に基づく農
商工等連携事業計画は、管内で７件（累計46件）
認定した。
イ　輸出促進に向けた連携
　管内の輸出促進に向けて19年10月に設立した
「九州農林水産物等輸出促進ネットワ－ク」を通
じて、県域を越えた広域連携の検討や情報の共有
を図っている。
　また、管内の農産物や水産物等の輸出を希望す
る事業者（出展者）と海外や国内から招へいした
バイヤーの商談の場として「農林水産物・食品輸
出オリエンテ－ションの会」を22年11月に大分市
で開催した。
　ここでは、輸出に関する知識や対象国の市場情
報の提供等を行うセミナ－やバイヤ－と生産者等
のマッチングを行う商談会も開催するなど、輸出
意欲のある生産者等への具体的な輸出に向けた取
引を支援した。
ウ　知的財産権の保護・活用に向けた連携
　農林水産業の現場における知的財産権の保護・
活用を適切に実施することを目的に、「九州知的
財産戦略協議会」に参画して、知的財産制度や支
援策の普及・啓発や、知的財産権の創造・活用に
関する意見交換を行うなど、関係機関との連携を
図った。
　また、九州経済産業局と連携して、農業経営
者、農業大学校等を対象に、弁理士等による知
的財産権の保護や活用に関する「知的財産セミ
ナー」等を福岡県、長崎県、熊本県、大分県で６
回開催した。

イ　食品表示に係る関係機関との連携
　不適正表示に関する監視を強化するため、各県の
警察等関係機関と各農政事務所との間で「食品表示
監視協議会」を平成22年４～５月に開催し、不適正
な食品表示情報が寄せられた場合に、迅速に対応で
きるよう関係機関で情報共有・意見交換を行った。
　また、こうした対応が円滑に実施されるよう管内
の関係省庁間（九州厚生局、九州管区警察局等）で
「九州地域食品表示監視連絡会」を22年４月に開催
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し、情報の共有を図った。
⑸　広報活動

　九州農政局では、管内の食料・農業・農村の動向に
関する情報や、農政の普及・浸透を図るため「九州食
料・農業・農村情勢報告」を作成するとともに、当局
ホームページ、プレスリリース、地域農政問題検討会
等あらゆる機会や媒体を通じて、食料・農業・農村に
関する情報の迅速、正確かつ分かりやすい提供に努め
ている。さらに、インターネットを活用した情報提供
の一環として、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」の配信を
行っており、平成23年３月現在の登録会員数は5,780
人となった。また、様々な食育に取り組む関係者に対
しメルマガ「しまかぜ」を発行し食育活動の参考とな
る情報提供を行った。
　また、九州農政局では「消費者の部屋」を設け、消
費者に対し農林水産行政一般、食の安全と消費者の信
頼の確保、食生活についての情報提供、普及啓発及び
消費者相談を行っている。さらに、食をめぐる様々な
質問・要望等に応えるために設けた消費者相談窓口に
は22年度522件の相談が寄せられた。また、九州各地
域で行われる様々なイベント等において「移動消費者
の部屋」を82回開設し、相談・広報等を行った。
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第１節　森林の整備の推進

１　森林整備事業

⑴　事業体系の概要
　森林・林業基本法における基本理念である森林の有
する多面的な機能の発揮と山村振興への配慮、同基本
計画において示された、重視すべき機能に応じた森林
の区分に対応した森林施業の推進を実現するため、
①　重視すべき機能に応じた森林整備を目的とするも
の
②　森林整備の担い手の多くが居住する山村地域の定
住基盤整備、居住地周辺の森林整備等を目的とする
もの
という事業体系により、森林整備を実施している。　
　また、森林施業及びこれらに必要な路網の整備を一
体的に実施するとともに、市町村レベルでの総合的な
事業とすることにより、地域の実情に応じた効率的・
効果的な森林整備を推進することにしている。

⑵　事業の概要
ア　森林環境保全整備事業
　重視すべき機能に応じた森林整備を計画的に推進
することにより、森林の有する多面的機能の維持・
増進を図り、森林環境の保全に資する事業である。
ア　育成林整備事業
　育成林における広葉樹林化・針広混交林化・長
伐期化等の多様な森林施業とそれに必要な路網を
一体的に整備する事業である。
ａ　流域育成林整備事業
　流域における育成林の整備の推進を図るため
の森林施業とこれに必要な路網整備を実施する。

イ　機能回復整備事業
　森林の基礎的な機能の回復を図るため、被害森
林の復旧のための森林整備及び林道開設等を実施
する事業である。
ａ　保全松林緊急保護整備事業
　松くい虫被害を防止するための周辺松林の樹
種転換、被害木の伐倒処理等を実施する。

ｂ　被害地等森林整備事業
　被害森林における復旧造林及び森林所有者自
身による自発的な森林整備を実施する。
ｃ　森林災害等復旧林道開設事業
　松くい虫被害や火災、気象害等による被害森
林の復旧のために必要な林道の整備を実施する。

イ　森林居住環境整備事業
　居住地周辺の森林、山村地域の定住基盤、森林整
備の基礎となり生活環境の改善にも資する骨格的な
林道の整備を総合的に行う事業である。
ア　フォレスト・コミュニティ総合整備事業
　骨格的な林道等の整備や林業施設の基盤整備を
行う事業である。
イ　里山エリア再生交付金
　居住地周辺の森林と居住基盤の整備を総合的に
実施する事業である。平成21年度限りで原則廃止
とし、そのままでは施設として機能が十分に発揮
できないものなどについて、平成22年度限りの経
過措置として実施する。
ウ　山のみち地域づくり交付金
　旧緑資源幹線林道の利用区域及びその周辺地域
において、奥地森林地域の骨格的な「山のみち」
を整備する事業である。

ウ　美しい森林づくり基盤整備交付金
　「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置
法」が制定されたことから、それに基づき市町村に
直接交付する法定交付金により、間伐等の促進を図
る事業である。

第11章　林　野　庁
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２　林道施設災害復旧事業

　災害による既設林道の機能の停止は、林産物の搬出
及び民生安定に大きな影響を及ぼすため、被災した林
道は、できるだけ早急に復旧することとしている。平
成22年度末現在の復旧進度は、20年災は100％完了、
21年災は98％、22年災は81％であって、これに要した
国費は表２のとおりである。

表２　平成22年度林道施設年災別災害復旧事業内訳

　なお、22年の被害額は91億3,133万円で、その内訳
は表３のとおりである。

表３　平成22年災内訳

３　森林災害復旧事業

　激甚災害の指定を受けた被害森林の復旧を行うもの
で、農林水産大臣が告示する市町村の区域において、
被災した森林の公益的機能の回復及び二次災害の防止
を目的として、被害木等の伐採及び搬出、被害木等の
伐採跡地における造林、倒伏した造林木の引起し及び
作業路の開設を行い、人工林の早期かつ確実な復旧を
図る事業である。

４　間 伐 対 策

　平成19年２月から官民一体となって展開している
「美しい森林づくり推進国民運動」の目標である６年
間で330万haの間伐実施を達成するため、
①　「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置
法」が公布・施行され、地方自治体における地方
債の起債や法定交付金事業を実施できるよう措置
②　より一層効率的な間伐の実施を図るため、路網
の整備と高性能林業機械の導入等の推進
③　未整備森林解消のためのモデル的な間伐等の推
進
④　水産・農業分野との連携による間伐等の推進
⑤　高性能林業機械の高度活用システムによる間伐
の実践的取組をモデル的に実施
⑥　間伐に関する普及啓発や利用困難な間伐材の用
途開拓等の実施

など、間伐の推進及び間伐材の利用促進を総合的に展

（単位：千円）

区 分 全体国費 平成22年度国費 平成22年度まで

（改国費)A 国費累計B (B/A)

20年災 3,894,444 0 3,894,444 100%

21年災 4,273,956 602,000 4,178,897 98%

22年災 5,772,070 4,658,628 4,658,628 81%

（単位：千円）

主な災害名 箇所数 被害額

地すべり災 4 259,159

豪 雨 災 1,776 3,156,827

梅 雨 災 3,077 4,887,058

台 風 災 311 642,907

その他災害 35 149,379

合 計 5,203 9,131,330

表１　平成22年度森林整備事業予算
（単位：千円）

事 項 事 業 費 国 費

森林整備事業費 68,685,408 27,097,000

森林整備事業調査費等 75,190 75,190

森林環境保全整備事業費補助 56,790,133 18,364,810

育成林整備事業費補助 56,242,174 18,127,920

流域育成林整備事業 56,242,174 18,127,920

機能回復整備事業費補助 547,959 236,890

保全松林緊急保護整備事業 215,000 107,500

被害地等森林整備事業 268,959 97,390

森林災害等復旧林道開設事業 64,000 32,000

森林居住環境整備事業費 10,568,085 6,402,000

フォレスト・コミュニティ総合整備事業 1,756,000 885,000

里山エリア再生交付金 3,380,141 1,606,000

山のみち地域づくり交付金 5,431,944 3,911,000

後進地域特例法適用団体補助率差額 1,629,000

美しい森林づくり基盤整備交付金 1,252,000 626,000

合 計 68,685,408 27,097,000
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開した。

５　水源林造成事業等

　独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成20
年法律第８号）の施行により、平成20年４月１日を
もって独立行政法人緑資源機構（以下「旧機構」とい
う。）は解散し、旧機構が実施していた業務の一部は
独立行政法人森林総合研究所（以下「研究所」とい
う。）に承継された。
ア　水源林造成事業
　研究所が分収林特別措置法（昭和33年法律第57
号）第２条第１項に基づく分収造林契約の当事者と
なって、奥地水源地域の森林の水源かん養機能を高
度に発揮するため、保安林及び同予定地のうち無立
木地、散生地、粗悪林相地等について、急速かつ計
画的に森林を造成する事業で、平成22年度において
は、新植1,700ha、下刈19,528ha、除伐14,250haを実
施したほか、既植栽地において複層林342haを整備
した。新植累計面積（平成22年度末）は約46万ha
である。
イ　特定中山間保全整備事業
　水源林造成事業の対象地域であって、地勢等の地
理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域にお
いて、農林業の持続的な生産活動を促進するととも
に、これを通じて公益的機能の維持増進を図るた
め、水源林造成と一体に森林及び農用地の整備を行
う。
平成22年度においては、３区域において水源林造成及
び農林道の開設を行った。

表４　平成22年度水源林造成事業等予算

第２節　森林資源の充実と森林保全

１　森 林 計 画

　森林は林産物の供給のほか、国土の保全、水源の涵
養、自然環境の保全及び形成等多くの機能を有し、経
済社会の発展につれてますますその重要性を増してい
る。かつて森林は、ややもすると無秩序に伐採・開発

され、その結果、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害
による災害を発生させる原因となってきた。また、無
計画な伐採は森林資源を減少させ、林産物需給の面で
大きな混乱をきたすおそれもある。しかも、森林の生
育期間は超長期の年月を要することから、一旦このよ
うな状態になってから森林の機能の回復を図ることは
容易ではなく、国民経済に大きな影響を及ぼすことと
なる。このようなことから、森林の取扱いは計画的か
つ合理的に行うことが肝要である。このため、森林の
保続培養と森林生産力の増進を図り、もって国土の保
全と国民経済の発展に資するため森林法によって森林
計画制度を設けている。
　森林計画制度は昭和26年の森林法によって設けら
れ、以降数次の改正を経ている。
　現行の森林計画制度体系は、①政府が森林・林業基
本法第11条の規定に基づいてたてる「森林・林業基本
計画」に即し、かつ保安施設の整備の状況等を勘案し
て、農林水産大臣がたてる、全国の森林について森
林整備及び保全の目標等に関する基本的事項を定め
た「全国森林計画」、並びに全国森林計画の目標の達
成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、農林
水産大臣がたてる「森林整備保全事業計画」（森林法
第４条）、②都道府県知事が全国森林計画に即して、
森林計画区に係る民有林について地域的な森林の特性
に応じた森林整備及び保全の基本方針、伐採、造林、
林道、保安林の整備の目標等を明らかにした「地域
森林計画」（森林法第５条）、③森林管理局長が国有林
について森林整備の方針を明らかにした「国有林の地
域別の森林計画」（森林法第７条の２）、④市町村がそ
の区域の民有林について地域の実情に即した森林整備
を推進するための具体的な森林施業の規範等を明らか
にした「市町村森林整備計画」（森林法第10条の５）
からなっている。また、森林所有者等が自発的意思に
基づき５年を１期とする森林の施業に関する計画を作
成し、市町村の長等の認定を求める「森林施業計画」
（森林法第11条）等が措置されている。
　また、平成22年11月に森林・林業再生プラン（平成
21年12月公表）に係る森林・林業基本政策検討委員会
の最終取りまとめである「森林・林業に向けた改革の
姿」が示され、森林計画制度については、国、都道府
県、市町村、森林所有者それぞれの役割の明確化や適
切な森林施業が確実に行われる仕組みの整備、面的な
まとまりを持って集約化や路網整備等に関する計画を
作成する「森林経営計画」の創設等が明記された。
以上を踏まえて、平成23年３月に「森林法の一部を改
正する法律案」を国会に提出した。

（百万円）

国 費 40,018

国庫補助金 28,473

政府補給金 55

政府出資金 10,784

交付金 706

財投借入金 6,800
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⑴　全国森林計画
ア　目的
　国の長期にわたる統一的な森林に関する政策の考
え方及び森林施業上の指標を明らかにするものであ
る。
イ　策定主体　
　農林水産大臣
ウ　計画期間
　５年ごとにたてる15年計画（現行の計画は、平成
21年４月１日から平成36年３月31日までを計画期間
とし、平成20年10月21日に策定）
エ　計画対象森林
　森林法第２条に規定する全国の森林
オ　計画事項
・森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び
保全に関する基本的な事項
・森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する
事項を除く）
・造林に関する事項
・間伐及び保育に関する事項
・公益的機能別森林施業を推進すべき森林の整備に
関する事項
・林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
・森林施業の合理化に関する事項
・森林の土地の保全に関する事項
・保安施設に関する事項
・その他必要な事項
カ　森林整備及び保全の目標と計画量

表５　森林整備及び保全の目標
　　　区　分　　　　　　　現　況　　　　　計画期末
  （H19.3.31）  （H36.3.31）
育成単層林面積（千ha）  10,312  10,213
育成複層林面積（千ha）  955  1,593
天然生林面積（千ha）  13,830  13,291
森林蓄積（ｍ３/ha）  177  208

表６　伐採立木材積
（単位：百万㎥）

　区　分  総　数  主　伐  間　伐
計　画　量  627  222  405

表７　造林面積
（単位：千ha）

　区　分  人工造林  天然更新
計　画　量  700  871

表８　林道開設量
（単位：千km）

　区　分  林道開設量
計　画　量  33.7

表９　保安林面積
（単位：千ha）

総　数　水源かん養の　災害防備の　　保健、風致の保存
　　　　ための保安林　ための保安林　等のための保安林
12,689　　　9,555　　　　　3,068　　　　　　856
（注） 保安林面積の総数欄は、２以上の目的を達成するた
めに指定する保安林があるため、内訳の合計に合致し
ない。

表10　治山事業施行地区数
（単位：百地区）

　区　分  治山事業施行地区数
計　画　量  311

⑵　地域森林計画等
①　地域森林計画
　ア　目的

　全国森林計画に即し、都道府県の森林関連施策
の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保
全の目標等を明らかにするとともに、市町村森林
整備計画において計画事項を定めるに当たっての
指針となる。

　イ　策定主体　
　都道府県知事

　ウ　計画期間
　５年ごとにたてる10年計画

　エ　計画対象森林
　森林計画区内の民有林

　オ　計画事項
・その対象とする森林の区域 
・森林の有する機能別の森林の所在及び面積並び
にその整備及び保全の目標その他森林の整備及
び保全に関する基本的な事項 
・伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関す
る事項（間伐に関する事項を除く。） 
・造林面積その他造林に関する事項 
・間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
・公益的機能別施業森林の区域の基準その他公益
的機能別施業森林の整備に関する事項 
・林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を
特定する必要のある森林の所在及びその搬出方
法その他林産物の搬出に関する事項 
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・森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関
する事項 
・樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に
関する事項 
・保安林の整備、保安施設事業に関する計画その
他保安施設に関する事項 
・その他必要な事項 

②　国有林の地域別の森林計画
　ア　目的

　全国森林計画に即し、森林計画区別にその管理
経営する国有林の森林の整備及び保全の方向、伐
採、造林の目標等を明らかにする。

　イ　策定主体　
　森林管理局長

　ウ　計画期間
　５年ごとにたてる10年計画

　エ　計画対象森林
　森林計画区内の国有林

　オ　計画事項
・その対象とする森林の区域 
・森林の有する機能別の森林の所在及び面積並び
にその整備及び保全の目標その他森林の整備及
び保全に関する基本的な事項 
・伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関す
る事項（間伐に関する事項を除く。） 
・造林面積その他造林に関する事項 
・間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
・林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を
特定する必要のある森林の所在及びその搬出方
法その他林産物の搬出に関する事項
・樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に
関する事項 
・保安林の整備、保安施設事業に関する計画その
他保安施設に関する事項 
・その他必要な事項 
・公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能
別施業森林区域内における施業の方法その他公
益的機能別施業森林の整備に関する事項 
・森林施業の合理化に関する事項 

⑶　市町村森林整備計画
ア　目的
　市町村の森林現況等を踏まえ、地域住民や森林所
有者等に対して、市町村の森林関連施策の方向や造
林から伐採までの森林施業の指針を示すことによ
り、地域の適切な森林整備を推進する。
イ　策定主体　

　市町村の長
ウ　計画期間
　５年ごとにたてる10年計画
エ　計画対象森林
　市町村内の地域森林計画の対象となっている民有
林
オ　計画事項
・伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本
的事項 
・立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法そ
の他森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関
する事項を除く。） 
・造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関す
る事項 
・間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の
標準的な方法その他間伐及び保育の基準 
・間伐又は保育が適正に実施されていない森林であ
つてこれらを早急に実施する必要のあるものの所
在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は
保育の方法及び時期に関する事項 
・公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別
施業森林区域内における施業の方法その他公益的
機能別施業森林の整備に関する事項 
・森林施業の共同化の促進に関する事項 
・林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 
・森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入
の促進に関する事項 
・作業路網その他森林の整備のために必要な施設の
整備に関する事項 
・林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に
関する事項 
・その他森林の整備のために必要な事項 

２　森林整備地域活動支援交付金制度

　林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化、不在村
化等を背景として、森林所有者の森林施業意欲が減退
しており、適時適切な森林整備が十分に行われない森
林が発生するなど、森林の有する多面的機能の発揮に
支障を来しかねない事態が生じている。
　このため、森林の有する多面的機能が十分に発揮さ
れるよう、計画的な施業が予定されていない森林につ
いて、計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、
意欲ある林業事業体等による施業の集約化に必要な森
林情報の収集活動を支援して施業の集約化を促進する
とともに、森林施業計画が作成された森林についても
森林所有者等による計画的かつ一体的な施業の実施に



第11章　林　野　庁― 270 ―

必要な施業実施区域の明確化作業等を支援し、また、
境界が不明なため施業の集約化や施業の実施に支障を
来している森林において実施する境界の明確化につい
て支援することにより、適切な森林整備の推進を図る
こととしている。

⑴　森林整備地域活動支援交付金
ア　森林情報の収集活動
　計画的な施業が予定されていない森林において、
施業の集約化を進めるための森林情報の収集活動を
行う場合に交付金を交付する。
イ　森林情報の収集活動及び境界の明確化等
　境界の明確化を図らなければ、施業の集約化や施
業の実施が困難である森林において森林情報の収集
や境界の明確化を行う場合に交付金を交付する。
ウ　施業実施区域の明確化作業等
　森林施業計画が作成された森林において、施業の
実施に不可欠な施業区域の明確化作業等の地域活動
を行う場合に交付金を交付する。
エ　境界明確化
　森林所有者等が、施業を実施するのに必要な境界
の明確化を行う場合に交付金を交付する。
オ　森林の被害状況等確認
　森林所有者等が、気象害などによる被害森林の所
在の把握、被害状況の確認等を行う場合に交付金を
交付する。
カ　推進事務費
　地方公共団体が森林整備地域活動支援交付金の交
付を適正かつ円滑に実施するために必要な経費に対
して交付金を交付する。

所要額　71億2,000万円

３　民有林治山事業の推進及び保安林制度

⑴　民有林治山事業の推進
ア　森林整備保全事業計画
　全国森林計画に掲げる森林の整備及び保全の目標
の達成に資するため、森林の水土保全機能の高度発
揮による「国民が安心して暮らせる社会の実現」等
の事業の目標を掲げた森林整備保全事業計画（計画
期間:平成21年～ 25年度）に基づき計画的に事業を
実施している。治山事業の主な成果目標は、周辺の
森林の山地災防止機能等が確保された集落の数を、
５万２千集落から５万６千集落に増加させることと
している。
イ　事業実施の概要
　平成22年度の民有林治山事業は、当初で事業
費741億4,722万円（前年当初比58.5％）国費439億

5,400万円（前年当初比63.0％）（表11）、補正で事
業費133億896万円、国費70億円をもって実施した。

表11　平成22年度民有林治山事業予算

ウ　事業実施状況
ア　直轄事業
ａ　直轄治山
　山地災害を防止するため、事業の規模が著し
く大きい場合や高度の技術を要する場合等、国
土保全上特に重要なものである場合に、国が民
有林において荒廃地等の復旧整備を実施する事
業である。平成22年度は、継続16地区で実施し
た。
ｂ　直轄地すべり防止
　地すべりによる被害を防止するため、工事の
規模が著しく大きい場合や高度の技術を要する
場合等、国土保全上特に重要なものである場合
に、国が民有林の地すべり防止区域において地
すべりを防止をする対策工事を実施する事業で
あり、平成22年度は、継続11地区において実施
した。
ｃ　調査事業は、山地保全調査、地すべり対策調
査及び治山事業積算基準等分析調査等を実施し
た。

イ　補助事業
ａ　山地治山
　山地災害を防止するため、渓流や山腹斜面を
安定させる治山ダム工、土留工等の施設の整備
や植栽工等を行い、荒廃地、荒廃危険地等の復
旧整備を実施した。

（単位：千円）

事 項 事業費 国 費

治 山 事 業 費 74,135,559 43,942,339

治 山 事 業 費 7,471,135 5,808,000

地 す べ り 防 止 事 業 費 4,919,359 3,963,000

治 山 事 業 調 査 費 94,000 94,000

治 山 事 業 費 補 助 53,251,065 26,654,339

山 地 治 山 事 業 費 補 助 31,037,406 15,741,339

復 旧 治 山 30,246,315 15,341,339

防 災 林 整 備 事 業 費 補 助 2,591,500 1,438,000

防 災 林 造 成 2,591,500 1,438,000

水源地域等保安林整備事業費補助 15,109,973 7,054,000

水 源 地 域 整 備 8,446,973 4,288,000

保 安 林 整 備 6,663,000 2,766,000

治山等激甚災害対策特別緊急事業費補助 3,161,822 1,738,000

特 定 流 域 総 合 治 山 事 業 費 補 助 1,350,364 683,000

地 す べ り 防 止 事 業 費 補 助 8,400,000 4,200,000

後進地域特例法適用団体補助率差額 - 3,223,000

治 山 事 業 調 査 諸 費 11,661 11,661

職 員 旅 費 4,009 4,009

庁 費 7,652 7,652

合 計 74,147,220 43,954,000
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ｂ　防災林整備
　保安林の機能を維持強化するための森林の整
備、潮害、風害等を防止するための森林の造
成、防災機能の発揮が必要とされる地域におい
て、森林の総合的な整備等を実施した。
ｃ　水源地域等保安林整備
　水源地域等における荒廃地、荒廃森林等の総
合的な整備や水源かん養等の機能が低下した保
安林における森林の整備を実施した。
ｄ　治山等激甚災害対策特別緊急
　台風・集中豪雨・火山活動等により著しく激
甚な災害が発生した一連の地区において、緊急
かつ集中的に荒廃地等の復旧整備を実施した。
平成22年度の治山激甚災害対策特別緊急事業
は、平成20年の岩手・宮城内陸地震に係る岩
手・宮城内陸地区（岩手県・宮城県）の継続1
地区、また、平成21年災に係る西播・南但地区
（兵庫県）、山口・防府地区（山口県）の新規２
地区において実施した。
ｅ　特定流域総合治山
　国有林と民有林の治山事業実施箇所が近接し
ている箇所において、一体的な整備を行うこと
により、事業効果の早期発現と効率的な事業実
施を図った。
ｆ　地すべり防止
　地すべりによる被害を防止するため、地すべ
り防止区域において、地すべりを誘発する地下
水排除等を行う地すべり防止工事を実施した。

ウ　災害復旧等事業
　治山事業によって設置された林地荒廃防止施設
及び地すべり防止施設の公共土木施設が異常な天
然現象により災害を受けた場合、これらの施設の
災害復旧事業を実施している。また、林地の被害
箇所のうち、人家、公共施設等に係る緊急性が高
い箇所については、災害関連緊急治山事業等によ
り、荒廃した林地の早期回復と二次災害の防止に
努めている。

表12　平成22年度災害復旧事業予算

⑵　保安林制度
　森林は、木材生産機能だけではなく、水源のかん
養、災害の防備、生活環境の保全・形成、保健休養の

場の提供等の公益的機能を有している。保安林制度
は、特にこれらの機能を発揮させる必要のある森林を
保安林として指定し、伐採や開発行為等の規制を通じ
て、森林を適切に保全・管理し、森林の有する公益的
機能を高度に発揮させることにより、人々の安全で豊
かな生活を確保することを目的とする制度である。
　保安林の整備について、平成22年度末現在における
保安林面積は、実面積で1,202万３千haと我が国の森
林面積の48％、国土面積の32％を占めるに至っている。
　今後とも、保安林としての指定を計画的に推進する
とともに、保安林の機能の十分な保全を図るため、保
安林の適切な管理を一層推進していくこととしている。
　また、京都議定書に基づく我が国の森林吸収源とし
て天然生林による吸収量を算入するためには、その森
林に対して保安林をはじめとした法令等に基づく保
護・保全措置が講じられていることが条件となってい
ることから、保安林の適切な管理は、森林吸収源対策
を推進する観点からも重要となっている。
　このような中、平成22年度にとられた保安林に係る
主な施策は以下のとおりである。
ア　保安林の指定
　平成21年４月１日を始期とする全国森林計画にお
いて保安林の配備に関する基本的事項が定められて
おり、これに従い保安林の指定等を行った。
イ　特定保安林の指定
　平成22年度は、特に保育・間伐が適切に実施され
ず過密化した森林等が存することにより機能が低下
している保安林約６千haの指定を行うとともに、
必要な施業が実施され機能の回復が見込まれた特定
保安林約２万６千haについて解除を行った。
ウ　保安林の管理
　保安林の適正な管理を推進するために、衛星画像
デジタルデータの活用により、土地の形質の変更等
があった箇所を抽出して現地調査を行う管理体制の
整備を行うとともに、保安林の境界が不明確で、管
理上重要な保安林について、境界の点検調査を行
い、境界の明確化を図った。
エ　損失補償
　保安林等の指定に伴い発生する通常受けるべき損
失を森林所有者に補償するため、損失補償金を交付
した。

（単位：千円）

区 分 事業費 国 費

山林施設災害復旧事業費 1,974,118 1,374,000

山林施設災害関連事業費 9,935,800 6,585,832
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４　種苗生産事業

　健全で多様な森林の整備を計画的に推進するために
は、優良種苗の安定供給の確保が重要である。このた
め、次の事業を実施した。

⑴　優良種苗供給促進事業
ア　郷土樹種苗確保対策事業
　郷土樹種の苗木を確保するため、種子採取、精選
等及び流通段階における産地・系統の表示を促進す
るとともに、需給バランスを確保するための調整・
調査を実施した。

イ　森林力増強苗木生産事業
　多様な樹種について、苗木生産における育苗作業
を省力化するための新たなコンテナ利用や、苗木の
上長生長を促し育成期間を短縮した育苗技術等によ
る苗木生産の先駆的な取組を行うとともに、当該技
術を普及するために現地指導等を実施した。
ウ　花粉症対策林整備推進事業
　花粉発生源対策として、「事業対象区域」におけ
るスギ人工林の少花粉スギ林や広葉樹林への円滑な
転換に必要な調査・連絡調整等への助成を行った。

表13　保安林の種類別面積（平成23年3月31日現在）
（単位：千ha）

森林法
所有形態 対全保安林

第25条 国有林 民有林 総 数
比 率（%）

第１項 保安林種

１号 水源かん養保安林 5,679 3,400 9,080 ( 75.5)

２号 土砂流出防備保安林 1,077 1,467 2,545 ( 20.7)

３号 土砂崩壊防備保安林 19 39 58 ( 0.5)

１～３号保安林小計 6,776 4,906 11,683 ( 96.7)

４号 飛 砂 防 備 保 安 林 4 12 16

防 風 保 安 林 23 34 57

水 害 防 備 保 安 林 0 1 1

５号 潮 害 防 備 保 安 林 5 8 14

干 害 防 備 保 安 林 50 74 124

防 雪 保 安 林 0 0 0

防 霧 保 安 林 9 53 62

６号
なだれ防止保安林 5 14 19

落 石 防 止 保 安 林 0 2 2

７号 防 火 保 安 林 0 0 0

８号 魚 つ き 保 安 林 8 51 60

９号 航 行 目 標 保 安 林 1 0 1

10号 保 健 保 安 林 356 343 699

11号 風 致 保 安 林 13 15 28

４号以下保安林小計 474 608 1,083 ( 3.3)

合 計 7,251 5,515 12,765

（実 面 積） (6,896) (5,127) (12,023) (100.0)

国 土 面 積 に 対 す る 比 率 ( 18.2) ( 13.6) ( 31.8)

全国森林面積に対する比率 ( 27.5) ( 20.4) ( 47.9)

所有別森林面積に対する比率 ( 89.7) ( 29.4) －

注１ 各保安林種の面積は、他種との重複指定を含んだ延べ面積を計上したものである。

２ 合計欄の（ ）は、重複面積を差し引いた実面積である。

３ 表中の比率は、実面積比である。

４ 国有林には、官行造林地及び林野庁所管以外の国有林を含む。

５ 四捨五入のため、内訳の計と合計は必ずしも一致しない。

６ 国土面積は平成22年10月１日現在、全国森林面積は平成19年３月31日現在のもので

ある。
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⑵　特別母樹林保存損失補償
　林業種苗法（昭和45年５月22日法律第89号）に基づ
き指定した特別母樹林の所有者に対し、本来得られる
であろう所得の損失の一部を補償した。
　22年度は、966万９千円を助成した。

５　国民参加の森林づくりの推進

　近年における森林に対する国民の要請の多様化、林
業を取り巻く情勢の変化とこれに伴う管理不十分な森
林の増加、持続可能な森林経営に向けた国際的要請の
高まりなどに対応するため、林政の基本理念を、従来
の木材生産を主体としたものから、森林の有する多面
的機能の持続的発揮を目的としたものに転換し国民的
合意の下に政策を進めていくことが必要となり、平成
13年６月に成立した「森林・林業基本法」においてこ
の理念が明確化された。
　この基本法に基づき策定された「森林・林業基本計
画」（平成18年９月改定）では、多面的機能を有する
森林の整備・保全は、林業関係者の努力のみならず、
広く国民の理解を得つつ、社会全体で支えていくとい
う機運を醸成していくことが重要であるとの認識の
下、企業等による森林づくりや、山村地域の住民と都
市住民との連携による里山林の再生活動の促進、森林
での様々な体験を行う森林環境教育の充実等により、
国民参加の森林づくりを一層推進することとしている。
　このため、今後の緑化推進事業については、全国植
樹祭・全国育樹祭等を通じた普及啓発活動、企業の社
会貢献活動としての森林づくりをはじめとする森林ボ
ランティア活動への支援等を通じて、森林の多面的機
能を持続的に発揮させるための森林の整備・保全を促
進するほか、里山林の保全管理など市民生活に身近な
緑化技術の開発と普及等の施策を一体的に実施し、
もって国民参加の森林づくりを推進していくこととし
ている。
ア　国土緑化行事
ア　全国植樹祭
　全国植樹祭は、国土緑化運動の中核をなす行事
として昭和25年以来、天皇皇后両陛下の御臨席の
下、全国各地からの参加を得て、両陛下によるお
手植えや参加者による記念植樹等を通じて、国民
の森林に対する愛情を培うことを目的に毎年開催
されており、平成22年度においては、神奈川県南
足柄市及び秦野市で開催された。
イ　全国育樹祭
　全国育樹祭は、昭和52年以来、皇太子同妃両殿
下の御臨席の下、全国各地からの参加を得て、両

殿下によるお手入れ（全国植樹祭において天皇皇
后両陛下のお手植え・お手播きにより成長した木
の枝打ち等）や参加者による育樹活動等を通じ
て、国民の森林に対する愛情を培うことを目的に
毎年開催されており、平成22年度においては、群
馬県沼田市、川場村で開催された。

イ　緑の募金
　緑の募金は、平成７年に成立した「緑の募金に
よる森林整備等の推進に関する法律」に基づき、
（社）国土緑化推進機構及び都道府県緑化推進委員
会が、国民各層に対し募金への協力を呼びかけるこ
とにより、森林整備に関する意識醸成を図るととも
に、得られた資金により森林の整備、緑化の推進及
びこれらに係る国際協力を行う国民の活動を助成す
ることを目的に、毎年１～５月と９～ 10月に実施
しており、平成22年の募金額は、約25億円となった。
ウ　国民運動の展開
　京都議定書目標達成計画に定められた森林吸収量
の目標を達成するとともに、森林における生物多様
性の保全を図るためには、森林・林業関係者だけで
なく、幅広い国民の理解と協力の下、間伐の遅れの
解消や多様な森林づくりを進めることが重要である。
　４年目を迎えた「美しい森

も り

林づくり推進国民運
動」では、①平成19（2007）年度から平成24（2012）
年度までの６年間に計330万haの間伐の実施、②
100年先を見据え、針広混交林化・広葉樹林化・長
伐期化等の多様な森林づくりの推進を目標として、
民間主導により様々な取組が展開されている。
　平成19（2007）年６月に経済団体・教育団体・
環境団体・NPOなど47構成団体により設立され
た「美しい森

も り

林づくり全国推進会議」では、平成
23（2011）年２月に「『美しい森

も り

林づくり』企業・
NPO等交流フォーラム」を開催するなど、本運動
の参加・協力者の拡大に取り組んでいる。
　また、本運動の一層の拡大・浸透を図るため、社
団法人国土緑化推進機構は、平成20（2008）年12月
から「フォレスト・サポーターズ」への登録を開始
しており、平成23（2011）年３月時点の登録数は約
３万５千となっている。
エ　森林づくり国民運動推進事業
　地球温暖化防止や生物多様性保全に向けた国内の
森林整備を国民運動として推進するため、これまで
以上に幅広い層に森林づくり活動への参加を促し、
企業等による多様な主体が参加した森林づくり活動
をサポートするための環境整備を進めることとし、
平成22年度は下記の事業に対し121百万円を計上し
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た。（民間団体向け）
ア　緑化等に対する国民の理解の促進
　全国規模での緑化活動の推進への支援
イ　地球温暖化防止や生物多様性保全に向けた森林
づくりの実践支援
　幅広い層による森林づくり活動や森林生態系保
全活動等への支援
ウ　企業等に対する森林づくりへの参加の働きかけ
　森林づくりに関心のある企業等の活動の促進に
向けた取組の支援
エ　地域のシンボル的な里山や巨樹・古木等の保
全・管理技術の開発と普及
　里山、巨樹・古木等の保全・管理技術開発及び
技術情報の提供・普及

６　森 林 保 全

⑴　森林病害虫等被害対策関連事業
　森林病害虫等被害対策関連事業については、「森林
病害虫等防除法」（昭和25年法律第53号、以下「防除
法」という。）等に基づき、各種の被害対策を実施し
ている。
　松くい虫については、昭和40年代後半から著しく増
加した被害に対し、52年に「松くい虫防除特別措置
法」を５箇年間の時限法として制定して被害の終息
に努めた。しかし、異常気象の影響等もあり、53年以
降被害が激増したことから、57年に時限法の期限を延
長し、名称も「松くい虫被害対策特別措置法」（以下
「特措法」という。）とした。
　その後、被害量は減少傾向で推移したが、地域に
よっては拡大傾向であったほか、従来と異なる被害態
様がみられるようになった。このため、62年に「特措
法」の一部を改正し、その期限を延長した。その後、
各種被害対策の総合的な推進が図られ、被害量はピー
ク時の半分以下にまで減少したが、なお、毎年100万
㎥に近い異常な被害の発生をみたことから、平成４年
に「特措法」の一部を改正し、期限をさらに５年間延
長した。この改正により「特措法」等に基づき、
①　「保全すべき松林」については、徹底した防除
を行い被害の鎮静化を期する
②　その「周辺松林」については、樹種転換を促進
する

など総合的な松林保全対策を推進してきた。
　しかしながら、被害の終息には至っておらず、重要
な松林を適切に維持していくためには、将来にわたっ
て予想される被害状況の変動に応じて、防除措置を適
時適切に実施できるようにしておく必要がある。この

ことから、「特措法」の期限切れに当たり、平成9年に
「特措法」に規定する松くい虫に対する特別措置の一
部を「防除法」にとり込むこと等を内容とする「防除
法」の一部改正を行った。以降、「防除法」に基づき
松くい虫をはじめとする森林病害虫等の被害の発生状
況に的確に対応するための対策を総合的に実施してい
る。
　なお、平成17年11月、政府・与党で合意された三位
一体改革に係る国庫補助負担金の改革及び税源移譲の
考え方に基づき、平成18年度から、国庫補助による松
くい虫防除は、緯度・高度等の要因により被害拡大の
先端地域となっている区域等に限定しているところで
ある。
　また、特に近年、カシノナガキクイムシが媒介する
病原菌によって、ミズナラ等が集団的に枯れる「ナラ
枯れ」被害が発生しているため、その防除対策の実施
や、新たな防除技術の開発等を推進している。
　さらに、野生鳥獣被害については、生息域の拡大等
を背景として、林業への被害のみならず、森林の有す
る公益的機能への影響も懸念されていることから、関
係省庁と連携を図りつつ、野生鳥獣による被害及びそ
の生息環境を踏まえた効果的な被害対策を進めること
としている。
ア　平成22年度の予算の概要
　平成22年度の松林保全総合対策に係る予算につ
いては、７億8,798万５千円となっている。一方、
松くい虫以外の森林病害虫等被害対策に係る予算
（その他の森林病害虫等分）については、１億5,316
万７千円となっている（表14）。

表14　平成22年度森林病害虫等被害対策関連予算内訳

(単位：千円）

○松林保全総合対策

＜非公共＞

森林病害虫等防除事業
　（松くい虫対策分）

＜公共＞

保全松林緊急保護整備事業 236,890 の内数

森林災害等復旧林道開設事業 236,890 の内数

○その他の森林病害虫等対策

＜非公共＞

森林病害虫等防除事業
　（その他森林病害虫等分）

○森林・林業・木材産業づくり交付金

＜非公共＞

森林資源の保護 7,084,642 の内数

787,985

787,985

153,167

153,167
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イ　平成22年度の事業概要
ア　松林保全総合対策
ａ　保全すべき松林の的確な防除と健全化の推進
　保全すべき松林において、被害のまん延防止
に必要な特別防除、地上散布、伐倒駆除等を適
切に組み合わせた総合的な防除を実施した。ま
た、健全な松林の維持造成を図るため、被害木
を含め不用木、不良木等の除去・処理を行う衛
生伐等を実施した。
　さらに、トキの野生復帰に向けて、営巣木や
ねぐら木となる松林の保全対策を実施した。
ｂ　周辺松林における樹種転換の計画的な推進
　保全すべき松林の周辺において、松林の広葉
樹林等への樹種転換を促進し、保全すべき松林
の保護樹林帯の造成等を推進した。
ｃ　地域の主体的な防除体制の整備
　地域の実態に応じて、防除活動の推進を担う
人材の育成等の支援活動を実施するとともに、
地域住民、ボランティア等を含む地域が一体と
なった松林保全体制の整備を行った。
ｄ　森林被害防止技術の開発・普及等の推進
　関東以北におけるマツノザイセンチュウ抵抗
性品種の開発を行うとともに、それらの増殖を
行い、都道府県に対する苗木の供給を推進した。

イ　その他の森林病害虫等被害対策
　近年被害が拡大傾向にあるナラ枯れ被害の対策
として、被害木の駆除措置及び健全木の予防措置
を一体的に実施した。また、その他の森林病害虫
等による被害のまん延を防止するため、防除を実
施した。
　シカ等の野生鳥獣による森林被害の防除事業及
び野生鳥獣の生息環境にも配慮した多様な森林整
備等を実施した。

⑵　森林環境保全対策事業
　森林の有する多面的な機能を発揮していくために
は、林野火災等各種の森林被害について、未然防止や
早期発見により、被害を最小限に止めるなど、森林を
適切に保全していくことが重要である。
　しかしながら、山村の過疎化、不在村森林所有者の
増大等、森林・林業を取り巻く情勢の厳しさから、適
切な森林の管理が困難になっていることに加え、森林
レクリエーション利用等による森林への入込者の増大
等により、山火事や不法投棄等の発生が懸念されてい
る。
　このため、林野火災予防対策及び森林保全管理対策
について、都道府県、市町村、森林所有者等の連携に

より地域関係者が一体となって効果的な展開を図るこ
とが重要であり、これらの諸般の施策を地域の実情に
応じて総合的に実施するため、平成22年度において
は、森林・林業・木材産業づくり交付金（70億8,464
万２千円の内数）により助成した。
ア　林野火災予防対策
　林野火災の発生状況について平成18 ～ 22年の年
平均でみると出火件数1,820件、焼損面積841ha、損
害額約３億１千万円となっている。
　また、林野火災の出火原因については、平成18
～ 22年の年平均で、たき火によるものが全体の
27.3％を占め最も多く、次いで火入れ13.9％、放火
（疑い含む）12.2％の順となっており、原因のほと
んどは人為によるものである。
　このため林野火災の予防及び効率的な初期消火を
図る観点から、林野火災予防体制の強化、林野火災
予防情報システムの整備に加え、林野火災の危険性
が高い気象条件下における予防活動の強化等を行っ
た。さらに、林地開発等に伴う森林と住宅地の近接
化等による家屋への延焼の危険性に対処するため、
延焼防止に効果のある防火管理道等の整備を実施し
た。
イ　森林保全管理対策
　森林レクリエーション利用等森林への入込者の増
大等に伴う林野火災や不法投棄等の森林被害の増加
を防止するため、森林保全推進員の養成、森林保全
巡視指導員による巡視指導等を実施した。

⑶　林地開発許可制度
ア　制度の概要
　乱開発を防止し、森林の土地の適正な利用を確保
するため、昭和49年５月に森林法の一部改正が行わ
れ、従来からある保安林制度に加え、保安林等を除
く民有林を対象とした林地開発許可制度が同年10月
31日に発足した。以来これにより開発行為の適正化
を図ってきたが、国民生活の多様化、経済活動の高
度化に伴い、森林を保健休養の場等として利用する
ことに対する国民の期待が高まりを見せた。このた
め、森林の利用と保全との両立を図るために従来の
制度の運用の改善が求められ、平成２年度には開発
区域に残置すべき森林等の割合等に関する開発行為
の許可基準の見直しを行った。
　また、平成３年の森林法改正において、開発行為
が及ぼす影響をより広域的な視点から考慮するよ
う、開発行為により森林の有する水害防止の機能が
損なわれ、下流地域において水害を発生させるおそ
れがないことが許可要件として追加された。
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ア　許可制の適用範囲
　地域森林計画の対象となっている森林のうち、
保安林等を除く民有林において１haを超える開
発行為（土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地
の形質を変更する行為）をしようとする者は国又
は地方公共団体等が行う場合等の例外を除き都道
府県知事の許可を受けなければならない。
イ　許可基準等
　開発行為の許可を受けようとする者はその行為
をしようとする森林の所在地の都道府県知事に対
し省令に定められた手続きにより申請を行う。
　申請を受理した都道府県知事は原則として現地
調査を行い内容を審査し、関係市町村長及び都道
府県森林審議会等の意見を聴いた上で、
ａ　周辺の地域に土砂の流出又は崩壊その他の災
害を発生させるおそれがあること。
ｂ　水害を発生させるおそれがあること。
ｃ　水の確保に著しく支障を及ぼすおそれがある
こと。
ｄ　周辺の環境を著しく悪化させるおそれがある
こと。
のいずれにも該当しないと認めた場合には、許可
をしなければならない。

ウ　監督処分等
　都道府県知事は森林の有する公益的機能を維持
するため、必要があると認めるときは無許可又は
許可条件違反等の開発行為について、その行為の
中止命令又は復旧命令を発することができ、無許
可の開発行為を行った者又は前記の各命令に違反
した者に対しては罰金を課すことになっている。

イ　許可制度の運用状況
　最近の許可制度の運用状況についてみると、件数
は減少傾向を示し、面積については昭和50年度以降
平成５年頃までは、平均年間9,791haの開発が許可
されたが、平成５年度以降は大幅な減少に転じ、平
成22年度は1,215haが許可されている。
　また、開発行為の目的別面積は、制度開始直後に
大部分を占めた農用地の造成が減少し、一方で、ゴ
ルフ場の建設が増加傾向を示していたが、これも平
成５年度以降は大幅に減少している。
　なお、平成17年度において「道路の新設または改
築」（1,239ha）が突出しているが、これは、許可を
必要としなかった日本道路公団による開発につい
て、平成17年10月１日の分割民営化に伴い許可を要
するようになり、その時点で既に着手している開発
についての許可申請が集中したためである。（表15）

表15　林地開発許制度の運用状況（年度別許可面積の推移）

昭和
49～元

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 計

工事・事業場用地の造成 1,577 141 139 136 126 104 102 118 107 112 67 41 69 59 68 65 86 84 75 72 61 43 3,452

住 宅 用 地 の 造 成 1,326 73 67 85 71 68 68 59 68 48 55 27 22 17 9 11 15 19 29 15 9 8 2,169

別 荘 地 の 造 成 194 26 14 12 6 6 3 6 5 1 2 3 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 286

ゴ ル フ 場 の 設 置 1,028 130 142 165 93 73 47 30 14 13 7 5 1 5 3 1 3 1 1 2 0 1 1,765

レ ジ ャ ー 施 設 の 設 置 660 100 66 60 49 51 41 28 20 27 10 8 17 9 7 9 5 11 8 6 7 5 1,204

農 用 地 の 造 成 9,961 161 137 106 91 86 92 54 54 63 61 53 47 45 56 49 48 41 61 58 44 48 11,416

土 石 の 採 掘 6,934 281 244 248 262 248 212 216 254 207 227 174 174 160 135 127 115 119 108 111 82 94 10,732

道 路 の 新 設 又 は 改 築 83 6 8 0 2 6 4 2 2 0 2 2 2 1 1 1 34 6 15 18 11 21 227

そ の 他 2,734 139 107 99 111 84 69 65 49 70 50 32 48 54 31 28 33 47 34 27 23 27 3,961

計 24,497 1,057 924 911 811 726 638 578 573 541 481 345 381 352 310 291 339 328 333 311 238 247 35,212

昭和
49～元

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 計

工事・事業場用地の造成 7,490 836 897 821 781 562 575 556 760 464 343 184 297 315 238 125 443 407 518 465 297 175 17,549

住 宅 用 地 の 造 成 13,202 600 401 788 663 823 564 641 636 505 715 187 95 3 34 116 72 72 111 34 38 35 20,335

別 荘 地 の 造 成 1,208 101 85 100 24 14 13 89 47 3 21 58 9 6 0 0 -2 0 10 12 1 0 1,799

ゴ ル フ 場 の 設 置 44,498 5,755 6,756 8,388 4,760 3,274 2,091 1,530 296 615 142 186 30 -3 14 -1 8 -1 9 9 0 1 78,357

レ ジ ャ ー 施 設 の 設 置 3,979 596 733 341 588 259 121 185 53 125 52 18 56 33 4 36 32 59 23 -33 9 13 7,282

農 用 地 の 造 成 40,306 639 427 386 351 347 328 203 196 288 254 173 140 180 189 168 194 211 292 231 223 175 45,901

土 石 の 採 掘 25,576 1,593 1,604 1,578 1,950 1,774 1,503 1,695 1,927 1,808 1,840 1,441 1,329 1,349 1,064 1,003 892 1,054 1,009 899 788 596 54,272

道 路 の 新 設 又 は 改 築 275 23 22 4 3 20 10 9 6 0 8 6 4 2 3 10 1,239 47 249 87 146 138 2,311

そ の 他 9,514 556 531 410 490 413 393 255 204 314 192 151 209 226 182 172 87 253 181 186 102 82 15,103

計 146,048 10,699 11,456 12,816 9,610 7,486 5,598 5,163 4,125 4,122 3,567 2,404 2,169 2,111 1,728 1,629 2,965 2,102 2,402 1,890 1,604 1,215 242,909

（注）１　面積は、土地の形質の変更に係る面積であって、開発区域に残置する森林は含まない。
　　　２　件数は、新規許可処分に係るものであって、面積は、当該年度の新規許可処分面積に当該年度の変更許可処分による増減面積を加えたもの。
　　　３　「その他」の項には産業廃棄物処理場，残土処理場，福祉施設，墓地等が含まれる。

　　　   　　　       区　分

開発行為の目的

　　　   　　　       区　分

開発行為の目的

件　　　　　　数　　　　　　（件）

面　　　　　　積

年　度

年　度
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７　林業・山村の活性化

⑴　流域林業活性化対策
　近年の林業をめぐる厳しい情勢の中で、林業生産活
動及び森林の適正な管理を推進するためには、森林の
有している諸機能が発揮される場である「流域」を基
本的単位として、流域における関係者が、自主的に林
業の活性化に取り組む必要がある。
　このため全国158の流域において、これまでに森
林・林業関係者等からなる ｢流域森林・林業活性化セ
ンター」及び「協議会」の設置等の推進体制整備を行
うとともに、流域内の取組に関する情報の収集・提供
の実施、さらに都道府県境を越える圏域による上下流
連携等による森林整備を促進するための普及・啓発、
地域材の利用拡大等を行う事業を実施した。
⑵　森林資源の活用等による魅力ある山村づくり
　林業就業者の多くが居住する山村地域は、林業生産
活動や日常的な森林の見回り等の管理活動を通じて、
森林の多面的機能の発揮に重要な役割を果たすことが
期待されており、その活性化を図る必要がある。
　このため、森林資源等の山村特有の資源を活用した
新たなビジネスモデルの創出等、山村地域の雇用機会
の増大、定住の促進に資する取組を支援することとあ
わせ、人材力を高めるための支援を行うことにより、
山村地域の活性化を推進した。
　さらに、山村と都市の企業等との協働により、森林
資源の新たな活用を生み出し、低炭素社会の実現と山
村の再生を目指すため、森林資源の利用による二酸化
炭素排出削減・吸収量の取引、森林の持つ教育・健康
機能の利用等を通じた山村と都市の企業等との協働関
係が円滑に稼働するよう、その支援業務を行った。
　また、特用林産物の生産・流通の円滑化と需要の拡
大による山村地域の再生、活性化を図るため、生産基
盤の高度化や作業の省力化、品質の安定化、販売体制
の多様化等に資する施設整備を推進した。

⑶　森林の多様な利用の推進
　森林の多面的機能の発揮に対する国民の関心や期待
の高まりを背景に、野外教育や環境教育の場、健康づ
くりや生きがいの場、森林の整備活動への参加の場な
ど、森林の保健・文化・教育的利用への要請は多様化
している。
　このため、森林環境教育や里山林の保全・利用活動
など、森林の多様な利用を推進し、森林と人との豊か
な関係の回復及び創出を図ることが重要である。
ア　森林環境教育の推進
　森林環境教育は、「地球温暖化防止」など森林の

多面的機能や森林の整備と木材資源の循環的利用の
必要性等に対する理解を深めるものであり、森林吸
収源対策の推進に必要不可欠である。
　このため、普及啓発活動を展開するとともに、企
画・調整能力を有する質の高い人材の育成、プログ
ラムの作成等に取り組んだ。
　また、子どもたちの「生きる力」を育む観点か
ら、森林内で様々な体験ができる機会を提供する
「森の子くらぶ活動推進プロジェクト」を推進した。
イ　里山林の保全・利用の推進
　里山林は、四季を彩る景観の美しさを感じること
ができるなど、人々の生活に最も身近な森林であ
り、森林と人との豊かな関係を回復し、創出する場
として期待が高まっている。
　このため、身近な里山林や都市近郊林を保健・文
化・教育的な利用と一体的に行う森林整備等の住民
参加型の取組を支援し、継続的に利用され維持管理
されていく状態の回復・創出を図る取組を行った。

第３節	 森林・林業・木材産業づ
くり交付金

１　交付金の趣旨

　森林・林業基本法に掲げる基本理念の実現を図るこ
とを目的とし、地域の自主性・裁量を尊重しつつ、川
上・川下の連携強化を通じた木材の安定供給及び間伐
の推進を図るなど、森林の有する多面的機能の発揮、
林業の持続的かつ健全な発展並びに林産物の供給及び
利用の確保に資する施策を総合的かつ計画的に推進す
ることが必要である。
　このため、本交付金を活用し、これら取組に必要な
経費について各都道府県等に対する一体的な支援を行
うものである。

予算額　7,084,642千円（拡充）
（前年度 13,222,122千円） 　　　

２　交付金の対象メニュー

＜ハード＞
⑴　森林整備の推進

　森林整備を効率的かつ円滑に実施するために必要な
施設等の整備を支援。

⑵　森林の多様な利用・緑化の推進
　森林環境教育など継続的な体験活動の場、知識から
技術まで林業体験学習の場となる森林・施設の整備を
支援。
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⑶　花粉発生源対策の推進
　花粉症対策苗木の生産を目的としたミニチュア採種
園等の造成・改良等による花粉発生源対策の計画的な
推進。

⑷　望ましい林業構造の確立
　林業再生の担い手の育成や林業生産コストの低減を
図るため、高性能林業機械等施業の集約化に必要な施
設の整備を支援。

⑸　特用林産の振興
　品質管理体制の強化等のための施設の整備、竹の新
たな用途開拓に必要な加工施設等の整備による特用林
産物の生産・供給体制を確立。

⑹　木材利用及び木材産業体制の整備推進
　品質の確保された木材の供給、国産材への原料転換
や生産品目の転換、製紙用間伐材チップの安定供給な
どに必要な木材加工流通施設の整備による木材産業の
構造改革を推進するとともに、地域材を利用した学校
関連施設等の公共施設や未利用木質資源を総合的に利
活用する施設等の整備による地域材や木質バイオマス
の利用を推進。

⑺　市町村直接交付モデル整備
　川上・川下の連携強化による木材の安定供給及び間
伐の推進等を図るとともに、地域のニーズに機動的に
対応するため、上記⑴～⑹のメニューを対象に、国か
ら市町村に直接交付。

＜ソフト＞
⑴　山地防災情報の周知

　行政と住民との防災に関する情報共有体制の整備、
住民等が行う危険箇所の巡視などの協働活動、大規模
な山地災害の発生時における都道府県間の協力体制の
整備等により地域の防災体制を強化。

⑵　森林資源の保護
　森林病害虫や野生鳥獣の被害が発生しにくい森林環
境の整備・保全、林野火災防止意識の啓発、森林保全
推進員の養成、安定的な苗木の供給等による森林資源
の保護を推進。

⑶　林業担い手等の育成確保
　林業事業体の育成及び林業就業者の確保・育成の支
援と林業労働災害防止のための研修等の実施。

第４節　森林組合

１　森林組合等の活動状況

　平成21年度末現在、全国森林組合連合会１、都道

府県森林組合連合会46、森林組合691、生産森林組合
3,224が設立されており、森林組合は、合併の推進等
により年々減少している。
　森林組合は、地区内外の居住者併せて157万人（地
区内森林所有者の49％）の組合員（2,286人／組合）
で構成され、その所有森林面積は、1,107万ha（都道
府県有林を除く民有林の69％）に達している。
　また、造林・林産等の事業を実施するために雇用労
働者がいる森林組合は639組合で、総人員は、27千人
となっている。
　財務状況については、払込出資金の１組合あたりの
平均は、7,666万円（前年度7,474万円）と推移してき
ており、組織・経営・財務基盤ともに年々強化されつ
つある。
　平成21年度における事業取扱量については、新植面
積19千ha（前年度比89％）、保育面積386千ha（前年
度比104％）［うち除伐・切捨間伐面積225千ha（前年
度比105％）］、素材生産量3,231千㎥（前年度比93％）
となっている。
　一方、生産森林組合は、平成21度末において、247
千人の組合員により、357千haの森林が経営されてい
る。
　都道府県森林組合連合会は、森林の経営に関する指
導や林業技術の普及等の指導事業、素材・製材品・木
材チップ等の販売事業、林業用機械・山行苗木・肥料
等の購買事業等を行っている。
　また、全国森林組合連合会は46都道府県森林組合連
合会及び大阪府森林組合を会員とする森林組合系統の
全国段階の組織として指導事業及び販売・購買事業等
を実施している。

２　森林組合等の育成強化

⑴　施業集約化・供給情報集積事業
　森林組合等林業事業体における提案型集約化施業の
取組を通じて、林業生産コストを削減し、国産材の安
定供給体制の確立を図った。
　具体的には、「森林施業プランナー」の育成を加速
化するとともに、不在村森林所有者への働きかけを強
化するなど、森林所有者への施業の実施に向けた積極
的な働きかけにより、集約化の促進を図った。

予算額　610,000千円　
（前年度　523,756千円）
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第５節　林業労働力対策

１　林業就業者の現状

　国勢調査によると、平成17年における林業就業者数
は４万７千人で、ここ10年間で約４万人減少した。
　また、年齢構成は、65歳以上が26％と高齢化が進行
しており、全産業の就業者と比べると約３倍となって
いる。
　林業就業者の減少と高齢化がこのまま進めば、森林
整備に必要な担い手が確保されず適切な森林整備が進
まないこととなり、地球温暖化を進める温室効果ガス
の削減目標達成や山村地域の活性化が困難となるおそ
れがある。
　このようなことから、林業労働者を雇用する森林組
合、素材生産業者等の林業事業体における雇用管理の
改善と事業の合理化を一体的に促進することと併せ
て、新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化
を図ることにより、林業労働力を確保する必要がある。
　さらに、人工林資源の成熟化に伴う林業労働の質的
変化など林業就業者の取り巻く情勢の変化を踏まえ、
今後は、林業就業者のキャリア形成支援等を図る必要
がある。

表16　林業就業者数及び高齢化の推移

資料：総務省「国勢調査」、高齢化指数は、65歳以上
の割合。

２　緑の雇用担い手対策事業

　林業への就業・定着を進め、林業就業者の高齢化を
抑制し、もって、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対
策の着実な推進及び地域の活性化等に資することを目
的に、U・Iターン者等を含む森林の保全・整備に意
欲を有する者に対して、林業就業に必要な基本的な
技術から、低コスト施業等の実施に必要なものまで、

様々な技術の研修を実施した。
予算額　 2,858,182千円　 
（前年度　6,000,455千円）

３　林業担い手等の育成確保

〈森林・林業・木材産業づくり交付金〉
　林業事業体の経営合理化計画の認定及び指導、都道
府県林業労働力育成協議会の開催、高性能林業機械等
のリース・レンタル事業の実施並びに将来の作業班の
リーダー（班長）養成研修等を実施し林業事業体の育
成及び林業就業者の確保・育成の推進に要する経費の
一部を助成した。
　また、林業における労働災害については、他産業に
比べ発生頻度は今なお高い状況にあることから、林業
労働安全衛生対策をより一層効果的に実施するため、
安全衛生指導員等の養成、作業現場への巡回指導・救
助訓練の実施、事業主等を対象とした安全衛生指導の
実施、林業従事者に対する安全意識・技術向上の促進
及び蜂毒に対する認識及び危険性を普及啓発する講習
会等に要する経費の一部を助成した。

予算額 　7,084,642千円の内数　 
（前年度　13,222,122千円の内数）

４　林業事業体就業環境改善対策

　森林吸収源対策の推進や国産材の安定供給体制整備
に向けた担い手の確保のため、林業事業体の経営改善
や就業条件等の整備に関する評価基準の作成に必要な
林業事業体の事業量、生産性、雇用状況、安全対策等
の事業体情報を収集。

予算額 40,000千円　 
（前年度 40,000千円）

５　林業就業促進資金

　新たに林業に就業しようとする者について円滑な就
業が図られるよう、林業に就業するのに必要な知識及
び技能を習得するための研修受講、資格の取得、住居
の移転等に要する費用を林業労働力確保支援センター
が貸し付ける林業就業促進資金に助成した。
　貸付条件
　　ａ　利　　率：無利子

ｂ　償還期間：20年以内（据置期間４年以内を含
む。）認定事業主への貸付は、13
年以内とする。（据置期間４年以
内を含む。）

　　ｃ　貸付限度額：１人につき
　　　　　就業準備資金　　150万円
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　　　　　就業研修資金　　月額５～ 15万円
　ただし、認定事業主への貸付限度額は、上
記に80％を乗じた額とする。

予算額　5,000千円　
（前年度　5,000千円）

６　林業就業者能力向上対策事業

　林業就業者が安定的に就業できる環境を整備するた
めには、就業後のキャリア形成の方向を明確に示すこ
とが重要であることから、作業システム設計やコスト
管理等、作業現場を管理できる能力を高めるなど林業
就業者の技術レベル向上のため、段階的かつ体系的な
研修カリキュラムを策定するとともに、これに基づい
た研修を実施した。

予算額　290,000千円　
（前年度 　　　0千円）

第６節	 林産物の需給及び加工流
通対策

１　木材需給・木材工業等の動向

⑴　木材需給の動向
ア　需給の動向　　　　　　　　　　　　　　　　
　我が国の木材（用材）需要量は、住宅需要の低
迷等から減少傾向にあり、平成10年から９千万㎥
台、平成14年からは８千万㎥台と推移し、リーマン
ショックなどによる景気悪化により、平成20年は、
７千万台、平成21年は６千３百万台と大きく落ち込
んだものの、景気の回復傾向に伴ない平成22年は前
年に比べて11.1％増加の7,025万㎥となった。
　用途別でみると、総需要量（用材）のうち、製材
用が36.1％、パルプ・チップ用が46.0％、合板用が
13.6％を占めている。
　また、製材用及び合板用は住宅等の需要の増加か
ら前年を上回った。また、パルプ・チップ用は製品
のチップ輸入量が増加したことから前年を上回った。
　国産材の用材供給量は昭和63年以降減少し続けた
が、平成15年より増加傾向となり、平成22年は前年
に比べて3.7％増加の1,824万㎥となった。

表17　木材（用材）需給の現状

イ　住宅建設の動向
　木材需要の大宗を占める住宅の着工動向をみる
と、国内経済の安定した動向や、昭和62年の内需拡
大を契機として、新設住宅着工戸数は平成元年から
２年にかけて160万戸を上回って推移した。３年、
４年には景気の停滞によりそれぞれ、137万戸、140
万戸と低迷した。平成８年には、消費税率改定前の
駆け込み需要によりバブル期と並ぶ164万戸の高水
準となったが、平成９年には、前年の駆け込み需要
等の反動により139万戸に減少した。平成10年以降
は120万戸内外で推移していたが、平成19年には、
改正建築基準法の影響により大きく落ち込み、106
万戸となった。平成20年には、若干の持ち直しがみ
られたものの、アメリカの住宅バブル崩壊に端を発
した国際的な金融危機等の影響及び長引く景気低迷
により、平成21年は、前年比27.9％減の79万戸と45
年ぶりに80万戸を割り込んだ。平成22年は、３年ぶ
りに実質GDP成長率がプラスに転じたことや、経
済対策等の効果もあり、前年比3.1％増の81万戸と
なった。
　構造別の着工動向をみると、非木造住宅は平成
21年の前年比37.9％減に引き続き、平成22年も前年
比1.5％減少し、着工戸数は35万戸となった。その
一方、木造住宅は平成21年は前年比16.8％減に止ま
り、平成22年は7.0％増となったことから、木造率
は２年続けて上昇し、平成22年は56.6％となった。
ウ　価格の動向
　平成22年のスギ中丸太の価格は、住宅着工の増加
傾向による需要回復等から上昇した。
　一方、輸入丸太のうち米材（ベイマツ）の価格
は、需要の減少により下落した。
　合板は、年前半は上昇傾向であったが、その後横
ばいで推移した。ホワイトウッド集成管柱（国産）

（単位：千ｍ３（ ）内は対前年比％）

区 分 平成21年 平成22年

需 要

総 数 63,210( 81.1) 70,253(111.1)

製 材 用 23,513( 86.6) 25,379(107.9)

合 板 用 8,163( 79.5) 9,556(117.1)

ﾊﾟﾙﾌﾟ･ﾁｯﾌﾟ用 29,006( 76.6) 32,350(111.5)

そ の 他 用 2,528( 94.0) 2,968(117.4)

供 給

総 数 63,210( 81.1) 70,253(111.1)

国 内 生 産 17,587( 93.9) 18,236(103.7)

外 材 輸 入 45,622( 77.0) 52,018(114.0)
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は、ほぼ同様の動きで推移した。
　平成22年の平均価格をみると、丸太では、スギ
中丸太11,800円、ヒノキ中丸太21,600円、ベイツガ
24,200円と前年を上回ったが、ベイマツ25,900円
と前年をやや下回った。また、製材品は、スギ正
角41,600円、ヒノキ正角64,900円、ベイマツ平角
54,300円と前年並みであった。また、針葉樹合板は
780円、ホワイトウッド集成管柱（国産）は2,200円
と前年を上回った。

⑵　木材貿易の動向
ア　輸入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成22年の丸太輸入量は476万㎥で、前年比
115％、製材輸入量は641万㎥で同115％と増加し、
大きく減少した前年からやや回復した。
　また、我が国の木材輸入の全体的な動向として
は、輸出国側の丸太輸出規制、製品輸出拡大政策を
背景に、製品輸入割合が増加している。
　丸太の主な輸入先別の内訳は、米材63％（前年比
123％）、南洋材12％（同126％）、北洋材９％（同
65％）、ニュージーランド材15％（同141％）となっ
ており、多くの地域で輸入量が前年より大きく増加
した。
　製材の主な輸入先別の内訳は、米材42％（前年比

121％）、南洋材２％（同101％）、北洋材12％（同
102％）、ニュージーランド材２％（同157％）、欧州
材35％（同111％）、チリ材５％（同132％）、中国材
２％（同91％）となっており、北洋材、欧州材は昨
年に引き続き増加傾向、昨年大きく減少した米材は
増加に転じた。

表19　木材の輸入量

　金額ベースでみると、平成22年の木材（丸太、製
材、合板、チップ等のHS44類計）輸入は、9,160億
円（前年比113％）で我が国の平成22年の輸入総額
60兆7,650億円（同118％）の1.5％を占めている。
国別では中国が1,312億円（前年比104％）と最も多

丸太 製材 合計 丸太 製材 合計
米材 2,430 2,241 4,672 2,980 2,709 5,689
南洋材 438 118 557 554 119 673
北洋材 693 730 1,423 447 747 1,195
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ材 521 79 600 737 124 861
欧州材 219 219 289 289
ｱﾌﾘｶ材 35 2,032 2,067 30 2,264 2,294
チリ材 5 5 10 3 2 5
中国 6 115 121 5 104 109
その他 1 29 30 2 56 58

合計 4,130 5,569 9,699 4,757 6,415 11,172

平成21年 平成22年
単位：千㎥

（単位：戸、％）
木　　　　造　　　　住　　　　宅 非木造住宅

　　 総　　　計 計  在　来　工　法 ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法 プレハブ工法 計

　　 前年比 　　 前年比 木造率 　　 前年比 　　 前年比 　　 前年比 　　 前年比

平成元年 1,662,612 -1.3 719,870 3.2 43.3 640,348 2.4 47,572 46.5 31,950 -18.5 942,742 -4.5

    ２ 1,707,109 2.7 727,765 1.1 42.6 642,102 0.3 51,093 7.4 34,570 8.2 979,344 3.9

    ３ 1,370,126 -19.7 624,003 -14.3 45.5 545,366 -15.1 45,437 -11.1 33,200 -4.0 746,123 -23.8

    ４ 1,402,590 2.4 671,130 7.6 47.8 580,799 6.5 52,933 16.5 37,398 12.6 731,460 -2.0

    ５ 1,485,684 5.9 697,496 3.9 46.9 603,666 3.9 56,299 6.4 37,531 0.4 788,188 7.8

    ６ 1,570,252 5.7 721,431 3.4 45.9 619,103 2.6 64,037 13.7 38,291 2.0 848,821 7.7

    ７ 1,470,330 -6.4 666,124 -7.7 45.3 554,690 -10.4 73,989 15.5 37,445 -2.2 804,206 -5.3

    ８ 1,643,266 11.8 754,296 13.2 45.9 619,028 11.6 93,693 26.6 41,575 11.0 888,970 10.5

    ９ 1,387,014 -15.6 611,316 -19.0 44.1 497,843 -19.6 79,458 -15.2 34,015 -18.2 775,698 -12.7

    10 1,198,295 -13.6 545,133 -10.8 45.5 447,287 -10.2 67,923 -14.5 29,923 -12.0 653,162 -15.8

    11 1,214,601 1.4 565,544 3.7 46.6 458,146 2.4 75,864 11.7 31,534 5.4 649,057 -0.6

    12 1,229,843 1.3 555,814 -1.7 45.2 446,359 -2.6 79,114 4.3 30,341 -3.8 674,029 3.8

    13 1,173,858 -4.6 522,823 -5.9 44.5 418,402 -6.3 77,235 -2.4 27,186 -10.4 651,035 -3.4

    14 1,151,016 -1.9 503,761 -3.6 43.8 401,029 -4.2 78,988 2.3 23,744 -12.7 647,255 -0.6

    15 1,160,083 0.8 523,192 3.9 45.1 418,426 4.3 81,502 3.2 23,264 -2.0 636,891 -1.6

　　16 1,189,049 2.5 540,756 3.4 45.5 427,746 2.2 90,706 11.3 22,304 -4.1 648,293 1.8

　　17 1,236,175 4.0 542,848 0.4 43.9 426,299 -0.3 95,824 5.6 20,725 -7.1 693,327 6.9

　　18 1,290,391 4.4 559,201 3.0 43.3 432,731 1.5 105,390 10.0 21,080 1.7 731,190 5.5

　　19 1,060,741 -17.8 504,546 -9.8 47.6 388,435 -10.2 98,555 -6.5 17,556 -16.7 556,195 -23.9

　　20 1,093,485 3.1 516,868 2.4 47.3 391,221 0.7 107,707 9.3 17,940 2.2 576,617 3.7

　　21 788,410 -27.9 430,121 -16.8 54.6 324,406 -17.1 91,394 -15.1 14,321 -20.2 358,289 -37.9

　　22 813,126 3.1 460,134 7.0 56.6 349,865 7.8 96,104 5.2 14,165 -1.1 352,992 -1.5
資料：国土交通省「住宅着工統計」

表18　新設住宅着工戸数の推移



第11章　林　野　庁― 282 ―

く、次いでマレーシア1,029億円（同107％）、カナ
ダ1,025億円（同128％）、豪州868億円（同117%）、
インドネシア687億円（同111％）、米国668億円（同
115％）、チリ513億円（同104％）、フィリピン419億
円（同133％）となっている。
ア　米材
　平成22年の米材輸入量は丸太298万㎥（前年比
123％）、製材271万㎥（同121％）となった。国
別では、米国が丸太170万㎥（同102％）、製材
39万㎥（同138％）、カナダが丸太128万㎥（同
168％）、製材232万㎥（同118％）となっている。
イ　南洋材
　平成22年の南洋材輸入量は丸太55万㎥（前年比
126％）、製材12万㎥（同101％）、合板230万㎥（同
102％）となっている。
　丸太については、マレーシアから45万㎥を輸入
しており、南洋材丸太輸入の82％を占めている。
　合板輸入では、マレーシアが総輸入量の54％
（143万㎥、前年比99％）、インドネシアが32％（85
万㎥、同105％）と南洋材が大半を占めている。
　なお、インドネシアでは資源保護の観点から丸
太の輸出が禁止され、マレーシアのサバ州、サラ
ワク州では丸太輸出枠が設定されている。
ウ　北洋材
　平成22年の北洋材の輸入量は丸太45万㎥（前年
比65%）、製材75万㎥（同102％）と、丸太輸入量
は大きく減少している。
エ　中国
　平成22年の中国からの木材輸入額は1,312億円
（前年比104％）で、全体の14％を占めて第一位と
なっている。中国からの輸入は集成材、木製品、
割り箸等の加工度の高い製品の割合が高く、丸
太、製材は僅かである。

イ　輸出
　22年の木材の輸出額は102億円（前年比98％）と
減少した。
　輸出品の内訳は、製材27億円（前年比129％）、建
築木工品・木製建具９億円（同95％）、丸太９億円
（同159％）、寄せ木８億円（同223％）、単板７億円
（同87％）、合板６億円（同112％）となっている。
　国別内訳の割合は、中国が25％（26億円、前年
比106％）で、以下フィリピン20％（20億円、同
120％）、米国14％（15億円、同126％）、韓国８％
（８億円、同35％）、台湾８％（８億円、同173％）、
ベトナム３％（３億円、同83％）、インドネシア３％
（３億円、同122％）の順となっている。

⑶　木材工業の動向
　我が国の木材工業の業況についてみると、長期にわ
たる木材価格の低迷に加え、輸入製品との競合等厳し
い経営環境にある中で、木造建築住宅分野において
は、建設コストの低減や施工期間の短縮等の合理化と
ともに、強度や耐火性、耐震性等の品質・性能が確か
な資材が求められている。これらのニーズに的確に対
応した国産材の供給体制の整備が急務となっている。
　また、昨今の国際的な金融危機等の影響により、平
成21年の新設住宅着工戸数が79万戸と激減したことに
伴い、製材用及び合板用需要が大きく減少した。今後
は、住宅の新築用途だけでなく、住宅リフォーム用途
や住宅以外の建築用途へのさらなる木材利用の推進が
重要となっている。
ア　製材業
　22年末における製材工場数は6,569工場で前年に
比べ296工場減少した。
　製材工場の平均出力数は107.2kw（前年比101％）
と僅かながら増加しているが、75kw未満の工場数
が全体の65％を占めており、依然として零細な産業
構造である。22年における製材用素材の消費量は
1,570万㎥（前年比101.5％）となった。このうち、
国産材は1,058万㎥（前年比103.3％）、外材は518万
㎥（前年比102.8％）であり、製材用素材供給量の
外材依存度は、32.9％に減少した。
　また、製材品出荷量は942万㎥（前年比101.3％）
となり、これを用途別にみると、建築用材81％、土
木建設用材４％、木箱仕組板・こん包用材12％、家
具・建具用材１％、その他用材３％となっている。
イ　合板製造業
　22年末の合単板製造工場数は、前年に比べ16工場
減少し192工場となった。これを類型別にみると普
通合板を生産する工場は２工場増加して40工場、特
殊合板のみを生産する製造工場は11工場減少して
139工場、単板のみを生産する工場は、７工場減少
して13工場となった。
　22年における単板製造用素材の入荷量は前年に比
べ70万㎥増加し381万㎥となった。材種別には、外
材が前年より19万㎥増加し132万㎥、国産材につい
ては前年より51万㎥増加し249万㎥となった。
　22年の普通合板の生産量は265万㎥（前年比
115.7％）、特殊合板の生産量は65万㎥（前年比
101.7％）となった。
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２　林産物の供給及び利用の確保

⑴　木材産業の健全な発展に向けての取組
ア　木材の安定供給体制の整備
　全国11のモデル地域において、川上と川下が連携
して地域材を大量かつ安定的に需要者へ供給する
「新生産システム」を推進した。
　また、森林組合等の林業事業体による施業の集約
化、低コスト作業システム開発・普及、供給可能な
原木量情報の取りまとめと需給のマッチングによ
り、国産材安定供給体制の整備を図った。
　民有林・国有林を通じた流域内の森林・林業・木
材産業関係者及び上下流住民等の連携・協力によ
り、森林の流域管理システムの一層の推進を図るた
め、都道府県境を越える圏域における流域間の住民
や、森林・林業・木材産業関係者が連携して取り組
む木材産地形成のための協定の締結、上下流市町村
間の森林整備協定の締結等を支援した。
イ　木材産業の競争力の向上
　木材の需要構造の変化を踏まえ、木材の供給量を
確保し、製材・加工の大規模化等を推進するため、
○　地域の中小製材工場が中核工場と連携して生産
品目の転換に取り組む場合や、外材主体の製材工
場が国産材への原料転換に取り組む場合に必要と
なる木材加工流通施設等の整備
○　間伐材等を原料とする製紙用チップを生産する
ための木材チップ製造施設等の整備
○　外材から国産材への原料転換や品質・性能の確
かな製品の供給を行う場合の設備導入等について
利子助成やリース料の一部助成
等を実施した。

⑵　林産物の利用の促進
ア　国民への知識の普及と情報の提供
　消費者や企業の木材とりわけ地域材に対するこだ
わりを醸成し、これを広めるとともに、消費者や企
業の実需を地域材に結びつけていくため、「木づか
い運動」を展開し、具体的には、インターネットの
活用、新たなロゴマーク（木づかいサイクルマー
ク）の制定、NPO等の民間団体と連携した情報発
信を実施した。また、10月を「木づかい推進月間」
とし、異業種交流セミナー開催等の集中的な普及啓
発活動を実施した。
イ　林産物の新規需要の開拓
　間伐材等の未利用木質資源の利用を促進するた
め、木質バイオマス供給施設、エネルギー利用施設
等の整備を支援するとともに、間伐材の効率的な収

集・運搬のモデル構築、地域における木質ペレット
等の安定供給体制の整備、ペレットの規格化等に取
り組んだ。
ウ　「顔の見える木材での家づくり」の普及
　「顔の見える木材での家づくり」グループへの支
援、木造建築に携わる担い手育成に対する支援、長
期優良住宅等に対応した新たな地域材製品の開発・
普及を実施した。
エ　公共建築物等における木材の利用の促進に関する
法律案
　公共建築物等の建築に用いる木材を円滑に供給す
るための体制を整備する等の規定を盛り込んだ「公
共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
案」が平成22年５月26日公布され、同年10月１日施
行された。
また、公共建築物における木材の利用の促進の意義
及び基本的方向等が定められた「公共建築物におけ
る木材の利用の促進に関する基本方針」同年10月４
日公示された。
オ　品質及び性能の確かな木材の供給促進
　木材製品の供給に当たっては、品質管理を徹底
し、乾燥等の品質及び品質及び性能の明確な製品の
安定供給を推進するとともに、JASマーク等による
品質及び性能の表示を促進した。　　

３　木材の需給安定等

⑴　木材の需給の見通しの公表
　木材の需給の見通し等について協議するため、木材
需給会議を開催し、年間の木材（用材）の需給見通し
及び四半期ごとに主要木材の短期需給見通しを公表し
た。

⑵　木材需給安定対策
　木材需給の安定対策として、昭和49年から実施して
きた木材備蓄事業は、平成２年度をもって終了した。
その後は、木材の需給動向の情報の収集・分析・提
供、国産材需要拡大のための情報や木材流通の改善合
理化に関する情報の収集・提供等を行うことにより、
木材の需給安定に取り組んでいる。

⑶　違法伐採対策
　国際的に問題となっている違法伐採に対処するた
め、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品
を民間企業や一般消費者に広く普及啓発した。

４　特用林産物の生産振興

⑴　特用林産物の生産動向等
　特用林産物は、「しいたけ」「えのきたけ」「ぶなし
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めじ」等のきのこ類をはじめ、「竹材」「桐材」「うる
し」等の伝統的工芸品原材料、「木炭」等の木質系燃
料、さらには樹実類、山菜等に至るまでその種類、品
目は極めて多い。
　これらの特用林産物の生産は、農山村地域における
重要な産業の一つとして、地域経済の安定と就業機会
の確保に大きな役割を果たしている。
　平成22年の特用林産物の生産動向は、きのこ類の
生産量についてみると、前年に比べて1.8％の増加と
なった。主な品目では、乾しいたけはやや減少したも
のの、生しいたけはやや増加した。まつたけは、気候
条件が生育に適したため大幅に増加した。
　非食用の特用林産物の生産量については、多くの品
目で減少したが、木炭は僅かに増加した。
　この結果、平成22年の特用林産物の総生産額は
2,848億円で、前年（2,886億円）に比べて1.3％の減少
となった。

⑵　特用林産振興対策
　山村地域の再生・活性化が求められている中で、特
用林産物を活用した取組により就業機会の確保や林業
の複合経営の促進等を図る観点から、山村地域資源を
活用して生産され山村地域の貴重な収入源となってい
る特用林産物の生産基盤の高度化、作業の省力化、品
質の安定化、販売体制の多様化等に資する施設整備に
対し、森林・林業・木材産業づくり交付金による支援
を行った。
　また、特用林産物の生産・流通の円滑化と需要の拡
大に向けて、しいたけ原木の安定供給モデルの整備、
竹林管理方法の検討、統一的な規格の検討及び制定、
特用林産物安全確保推進対策、消費者への品質・安全
性等に関する適切な情報提供等を実施した。
　さらに、きのこ種菌の流通の適正化を図るため，
「種苗法」に基づくきのこ種菌の検査及び指導を実施
した。

表20　特用林産物の需要動向（平成22年）

第７節　林業関係金融

１　日本政策金融公庫資金

　林業生産力の維持増進、林業構造の改善等のため、
造林事業、林道事業等に必要な資金について、林業の
生産期間の長期性、低収益性等の特質を考慮して日本
政策金融公庫から長期低利の資金の融通を行っている。
　林業関係資金の22年度の貸付実績は表21のとおり
である。このうち林業基盤整備資金（造林）が32億円
で、22年度の林業関係資金貸付実績の25％を占めてい
る。

品　名 単 位 生産量 輸入量 輸出量 消費量

乾しいたけ トン 3,516     6,127     40        9,603     

生しいたけ トン 77,079   5,616     -          82,695   

なめこ トン 27,261   -          -          27,261   

えのきたけ トン 140,951 -          -          140,951 

ひらたけ トン 2,535     -          -          2,535     

ぶなしめじ トン 110,486 -          -          110,486 

まいたけ トン 43,446   -          -          43,446   

エリンギ トン 37,450   -          -          37,450   

まつたけ トン 140       2,044     -          2,184     

くり トン 23,500   16,682   -          40,182   

たけのこ トン 39,746   197,982 -          237,728 

わさび トン 3,433     -          -          3,433     

生うるし ｋｇ 1,580     54,091   -          55,671   

竹材 千束 963       352       1          1,314     

桐材 ｍ
3

817       10,612   -          11,429   

木炭 トン 25,066   150,694 621       175,139 

竹炭 トン 822       4,154     5          4,971     

木酢液 Kl 2,283     -          -          2,283     

竹酢液 Kl 284       -          -          284       
（注）１　林野庁経営課特用林産対策室調べ。
　　　２　不明なもの及び該当のないものについては－印とした。
　　　３　消費量は単純計算（生産量+輸入量-輸出量）により算出した。
　　　４　合計が一致しない部分は四捨五入によるものである。
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表21　日本政策金融公庫林業関係資金貸付実績 

２　林業・木材産業改善資金

　最近における林業・木材産業経営の厳しい状況等に
かんがみ、林業・木材産業経営の改善、林業労働に係
る労働災害の防止、林業労働に従事する者の確保等に
ついての林業従事者等の自主的努力を積極的に助長す
るため、林業・木材産業改善資金助成法（昭和51年法
律第42号）による無利子の中・短期資金の貸付けが行
われており、22年度の貸付実績は表22のとおりである。

表22　林業・木材産業改善資金貸付額の推移

３　木材産業等高度化推進資金

⑴　制度の意義
　木材産業等高度化推進資金制度は林業及び木材産業
をめぐる厳しい諸情勢に対処して林業・木材関連産業
の健全な発展を促進するため、「林業経営基盤の強化
等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」
（昭和54年法律第51号）に基づき、昭和54年度に創設
された低利融資制度である。
　制度の目的は、木材の生産及び流通の合理化の促進
による、木材供給の円滑化並びに効率的かつ安定的な

林業経営の育成を図るため、木材の生産又は流通を担
う事業者がその行う合理化を促進するのに必要な資金
及び林業者が行う林業経営の改善を推進するのに必要
な資金（林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等
の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。）を低利
で融資する措置を講じ、もって木材関連産業及び林業
の健全な発展に資することにある。　　　　　 

⑵　制度の仕組み
　本制度の仕組みは、国が独立行政法人農林漁業信用
基金（以下「信用基金」という。）を通じて都道府県
に資金を低利で貸付け、都道府県は当該貸付金及びこ
れと同額の自己資金を金融機関に低利で供給し、金融
機関はこれを原資の一部として当該供給資金の２、３
又は４倍の資金を低利で融通するものである。
　本制度の資金は、木材の生産又は流通に関する合理
化計画並びに林業経営の経営基盤の強化に関する林業
経営改善計画について都道府県知事の認定を受けた者
に対し、事業の合理化並びに経営基盤の強化を推進す
るのに必要な資金を都道府県から資金の供給を受けた
農林中央金庫、商工組合中央金庫、都市銀行、地方銀
行等の民間金融機関により貸付けられる。　　　　　

⑶　22年度の予算措置及び実行状況
　22年度までに政府貸付出資金が170億5,638万円措置
され、22年度の木材産業等高度化推進資金の貸付枠は
1,268億円であった。
　22年度末の資金種類別貸付状況は、表23のとおり
であり、貸付件数1,537件、貸付金額398億円となって
いる。

（単位：百万円）

区 分 平成21年度 平成22年度

補 助 公有林 1,925 1,566

私有林 591 468

造 林 非補助 公有林 1,297 1,074

私有林 117 102

計 3,930 3,209

樹 苗 養 成 － －

林 道 4 9

利 用 間 伐 推 進 851 7,428

伐 採 調 整 2 －

森 林 整 備 活 性 化 資 金 568 449

林 業 経 営 育 成 資 金 524 6

農林漁業セーフティネット資金 304 317

林業構造改善事業推進資金 38 －

農林漁業 共 同 利 用 762 1,198

施設資金 主 務 大 臣 指 定 371 123

振興山村・過疎地域経営改善資金 － －

計 7,354 12,740

(注) 四捨五入のため内訳と計は必ずしも一致していない。

林

業

基

盤

整

備

資

金

年 度 貸付額(百万円)

Ｈ18 2,571

Ｈ19 2,912

Ｈ20 2,073

Ｈ21 1,056

Ｈ22 963
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表23　資金種類別貸付状況（平成22年度末貸付総額）

４　（独）農林漁業信用基金（林業信用保証制度）

　信用基金の林業信用保証制度は、林業者等（林業種
苗生産業及び木材製造業を含む。）が林業の経営の改
善に必要な資金又は木材卸売業者等が木材の流通の合
理化に必要な資金を融資機関から借り入れる場合に、
その借入れ等に係る債務を保証するものである。この
ことを通じて林業及び木材関連産業の発展に資するた
めの資金の融通の円滑化を図っている。
　信用基金の林業信用保証制度の資本金は政府・都道
府県・林業者等の三者の出資金からなっている。　　
　22年度の業務状況は次のとおりである。
　なお、信用基金は、平成15年10月１日に、独立行政
法人となっている。

⑴　出資の状況
　22年度に林業者等の出資が増加したことにより、
22年度末の出資金の総額は190億9,609万円となってい

る。（表24）
　

表24　平成22年度末出資状況

⑵　債務保証の状況
　22年度の保証額を保証対象資金の種類別にみると、
製材が65％、素材生産が20％と両業種で85％を占める
ほか、木材産業等高度化推進資金に係るものが45％と
なっている。　　　　　　　　　　　　　　　　 
　22年度の融資機関別保証実績をみると、地方銀行が
全体の55％を占めている。（表25）
　なお、22年度の代位弁済額は13億6,160万円（前年
度16億8,059万円）で、前年度に比べ３億1,899万円減
少した。（表26） 

表25　平成22年度融資機関別保証実績

表26　代位弁済額の推移

資 金 種 類 貸付額 構成比

(億円) (％)

事業経営改善計画

素材生産合理化資金(運転資金) 267 67

素材生産資金 60 15

素材引取資金 207 52

素材転換促進資金 0 0

製品流通合理化資金(運転資金) 57 14

間伐等促進資金(運転資金) 42 11

構造改革促進資金（運転資金） 9 2

新規市場開拓支援資金 - -

木材加工流通システム整備資金

(設備資金) - -

木材高度利用加工資金 - -

木材市場整備近代化資金 - -

主産地育成整備資金 - -

構造改善計画

経営高度化促進資金(運転資金) 22 6

立木等引取資金 14 4

資源循環推進資金 - -

チップ等安定供給資金 - -

木材加工資金 5 1

高度加工資金 2 1

木材需要拡大資金 - -

原木確保協定促進資金 1 0

林業経営高度化推進資金

(運転資金) 1 0

計 398 100

(注) 四捨五入のため内訳と計は必ずしも一 致してい

ない。

区 分 出資者数 出資額 構成比

(万円) (％)

政 府 1 1,177,057 62

都道府県 47 373,621 20

林業者等 5,648 358,931 18

(注) 政府の出資額には、貸付資金及び寄託資金に係

る出資は含まれていない。また、林業者等の出資

者数については平成22年度末は集計中であること

から平成21年度末の数字である。

融資機関 金 額 金額構成比

(百万円) (％)

農林中金 1,001 2

商工中金 3,713 8

都市銀行 2,118 5

地方銀行 24,625 55

第二地方銀行 5,247 12

信用金庫 5,591 13

その他 2,590 5

合 計 44,885 100

区 分 代位弁済額(百万円)

Ｈ18 2,193

Ｈ19 1,864

Ｈ20 2,652

Ｈ21 1,681

Ｈ22 1,362

(注) 代位弁済元本額のほか、利息及び遅延損害金

を含む。
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第８節　林業技術対策

１　研究開発体制の整備

⑴　研究開発の戦略的推進
　森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ
健全な発展、木材の安定供給体制の整備等に対応した
研究・技術開発の効果的・効率的な推進を図るため、
平成19年１月に策定した「森林・林業・木材産業分野
の研究・技術開発戦略」に基づき試験研究及び技術開
発を推進している。
　試験研究に当たっては、国と独立行政法人森林総合
研究所及び都道府県等がそれぞれの特性を活かした分
担協力を行う等一層の連携を図りつつ、一体的な推進
を図るため、全国を６ブロックに分け林業研究開発推
進ブロック会議を開催した。
　また、多様な樹種を対象に品種の開発等に係る研究
から種苗の生産・配布までを内容とする林木育種につ
いては、平成19年２月に策定した「林木育種戦略」に
基づいて推進している。
　林木育種事業の推進に当たっては、国と独立行政法
人森林総合研究所及び都道府県等の関係機関との密接
な連携の下、効率的かつ効果的な実施のために、５つ
の育種基本区ごとに林木育種地区協議会を開催した。

⑵　独立行政法人の試験研究
　独立行政法人森林総合研究所は、平成13年４月に独
立行政法人に移行し、森林及び林業に関する総合的な
試験及び研究等を行うことにより、森林の保続培養を
図るとともに林業に関する技術の向上に取り組んでい
る。
　また、独立行政法人林木育種センターは、平成13年
４月に独立行政法人に移行し、林木の育種事業及びこ
れにより生産された種苗の配布等を行うことにより、
林木の優良な種苗の確保を図ることに取り組んできた。
　平成19年４月に森林・林業に関する試験研究等の業
務と、林木の新品種の開発等の業務について両者の連
携を図り、効率的・効果的な業務運営を推進する観点
から、独立行政法人森林総合研究所は独立行政法人林
木育種センターを統合した。
　森林総合研究所は、
ア　森林・林業・木材産業における課題の解決と新た
な展開に向けた開発研究
ア　地球温暖化対策に向けた研究
イ　森林と木材による安全・安心・快適な生活環境
の創出に向けた研究

ウ　社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用
に関する研究

イ　森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向け
た基礎研究
ア　新素材開発に向けた森林生物資源の機能解明
イ　森林生態系の構造と機能の解明
について、重点的に研究を推進するとともに、林木
育種事業の中核機関として、国、都道府県等の関係
機関との密接な連携を図った林木育種事業を推進す
る等、政策ニーズに密接に対応した課題に取り組
み、その着実な実施を行った。
　これら試験研究等を実施するために22年度の運営
に要した経費は99億7,293万円であった。
⑶　都道府県等の行う試験研究に対する指導・助言・

助成
　森林総合研究所の行った基礎的研究を基に、地域の
実情等に合った実用的な試験研究を行っている都道府
県等に対し、林業研究開発推進ブロック会議等で試験
研究に対して指導・助言を行うとともに、沖縄県の林
業試験研究に必要な経費の一部を助成した。

２　技術開発の推進

⑴　林業機械開発事業
　林業の機械化の促進を図るため、平成22年度には①
森林整備の効率化に資する高性能林業機械等の開発・
改良を実施し、②先進林業機械改良や新作業システム
の開発等に助成した。
①　森林整備効率化支援機械開発等
　高性能・高機能なスイングヤーダの開発、機能
性の高いフォワーダの改良、木質バイオマスの大
規模利用技術の開発等を実施した。
②　先進林業機械改良・新作業システム開発等
　先進林業機械を現地の作業条件に適合させるよ
うな改良や現地検討会の開催等に助成した。
⑵　森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
　林地残材や間伐材等の未利用森林資源活用のため、
先進的な技術を活用し、木質バイオマスを原料として
ナノカーボンやバイオ燃料等のマテリアルやエネル
ギーに変換して利用するための新たな製造技術の開
発・実証を行った。

⑶　花粉発生源対策
　社会問題化しているスギ等の花粉症について、県庁
所在地等の人口の集中する地方都市を対象にスギ花粉
の発生源地域を推定する調査及びヒノキ雄花の観測技
術の開発に取り組んだ。
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３　林業普及指導事業

　林業普及指導事業は、森林法第187条第１項に規定
する林業普及指導員を適正に配置し、森林所有者等に
対して林業に関する技術及び知識の普及と森林施業に
関する指導等を行うとともに、青少年を始めとする国
民各層を対象とする森林・林業への理解や啓発に必要
な施設等の整備並びに林業後継者の育成・確保を図る
ことにより、林業技術の改善、林業経営の合理化、森
林の整備等を促進し、もって林業の振興を図り、森林
の有する諸機能の高度発揮に資することを目的とする
もので、22年度は次のような事業を実施した。

⑴　林業普及指導事業交付金
　林業普及指導員の設置のほか、普及指導活動の効率
的推進を図るため、普及指導活動に必要な機材等の整
備、普及車両の配備、普及指導員の巡回指導、試験研
究の成果の現地適応化、普及指導員の研修、普及指導
員が計画的に行う情報活動として林業機械稼働実態等
の特定情報調査及び技術情報の整理分析等の実施につ
いて必要な経費を都道府県に助成した。

⑵　森林・林業・木材産業づくり交付金
森林の多様な利用･緑化の推進

　青少年の継続的な体験活動を通じた森林環境教育の
推進の場、市民参加や後継者育成に資する林業体験学
習の場等としての森林・施設の整備について必要な経
費の一部を都道府県等に助成した。

⑶　林業経営者育成確保事業
　人材育成の充実・強化に向けた調査、体系的で高度
な中堅林業技術者養成、森林･林業関係学科の高校生
に対する林業経営・就業体験、新たに林業経営を手が
ける森林所有者に対する情報提供等について必要な経
費を民間団体に助成した。
⑷　吸収源対策森林施業推進活動緊急支援事業

　森林吸収源対策としての森林整備を推進するため、
施業意欲が低下した森林所有者に対する働きかけ、林
況調査、研修、施業技術の現地実証等について必要な
経費を民間団体に助成した。

第９節　国有林野事業

１　国有林野事業の現状

　国有林野は、我が国の国土面積の２割、森林面積の
３割に当たる758万haに及んでいる。その多くが奥地
脊梁山地や水源地域に分布しており、貴重な野生動植
物が生息・生育している森林や原生的な天然林も多く

残されていることから、森林のもつ国土の保全、水源
のかん養、自然環境の保全等の公益的機能の発揮に大
きな役割を果たしている。
　国有林野事業は、こうした国有林野の管理経営を行
うための事業であり、昭和22年の発足以来、独立採算
性を前提とした特別会計制度によりその使命を果たし
てきた。また、戦後の復興期から高度経済成長期にか
けては、増大する木材需要に応えるとともに、事業収
益の一部を一般会計に繰り入れるなど国の財政にも貢
献した。
　しかし、昭和40年代後半以降、木材輸入の増加等に
よる木材価格の低迷、資源的制約や自然保護への配慮
による伐採量の減少等から財務状況が急速に悪化し
た。その結果、昭和51年度からは財政投融資資金を借
り入れるようになり、その後、４次にわたり「国有林
野事業の改善に関する計画」を策定し経営改善に努め
たものの、引き続き木材価格が低迷したこと及び土地
価格が低迷したことなどにより債務は累増した。
　このようなことから、国有林野事業が将来にわたっ
てその使命を十全に果たせるよう、平成８年度から９
年度にかけて、林政審議会や行政改革会議、財政構造
改革会議等において国有林野事業の改革の方向等につ
いて幅広く論議・検討された。
　国有林野事業では、これらの論議・検討を踏まえて
平成10年10月に成立した国有林野事業改革関連２法に
基づき、平成15年度までを集中改革期間とし、
①　木材生産に重点をおいた管理経営から、公益的
機能の維持増進を旨とする管理経営への転換
②　組織・要員の徹底した合理化、縮減による簡素
で効率的な管理経営体制の確立
③　独立採算性を前提とした特別会計制度を見直
し、一般会計繰入を前提とした特別会計制度に移
行
④　累積債務の本格的処理
を柱とした改革を推進している。
　具体的には、国有林野の管理経営の方針を明確にす
るとともに、国民共通の財産にふさわしい透明性の
高い管理経営を行うため、国民の意見を広く聴いた
上で、「国有林野の管理経営に関する基本計画」（以
下「管理経営基本計画」という。）を平成15年12月に
改定し（現行計画は、平成20年12月に再度改定したも
の）、集中改革期間に築いた基礎の上に立って、開か
れた「国民の森林」の実現に向けた取組を本格的に推
進している。
　前述の改革の４つの柱に即して、推進状況を要約的
に述べれば、以下のとおりである。
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　第１の公益的機能重視の管理経営については、森林
の機能類型を「水土保全林」、「森林と人との共生林」
及び「資源の循環利用林」に再編し、木材生産のため
の森林（資源の循環利用林）を５割から１割に縮小す
るとともに、国土の保全等のための森林（公益林）を
５割から９割に拡大し、100年程度の長い周期で伐採
や植林を繰り返す長伐期施業や育成複層林施業等の非
皆伐施業を積極的に推進している。
　第２の組織・要員の徹底した合理化、縮減による簡
素で効率的な管理経営体制の確立については、まず、
国の業務は森林の保全管理等の行政的な業務に限定す
るとともに伐採、造林等の事業の実施は全面的に民間
委託することとした。こうした考え方の下で、国有林
野を管理経営する組織については、平成11年３月に、
中央機関として林野庁国有林野部、地方機関として森
林管理局、森林管理署・支署に再編している。これら
と併せ、職員数の適正化にも取り組み、国有林野事業
に係る組織を簡素かつ効率的なものとしている。
　第３の一般会計繰入を前提とした特別会計制度への
移行については、平成10年10月の国有林野事業改革関
連２法の施行に伴い平成10年度以降、公益林の保全管
理等に必要な経費等について安定的・継続的に一般会
計からの繰入が行われている。
　第４の累積債務の本格的処理に関しては、国有林野
事業改革関連２法の施行に伴い、累積債務約3.8兆円
のうち、約2.8兆円を一般会計へ承継し、残りの約 1.0
兆円は国有林野事業特別会計で利子補給を受け、累増
を防止しながら、借り換えることにより、将来におい
て返済することとした。
　平成22年度においては、間伐等森林整備の積極的な
実施等による地球温暖化防止への寄与や伝統的木造建
築物などの修復等に必要な木材の供給を行う木の文化
を支える森づくりなど新たな国民の期待や林政の課題
に応えるための取組を進めた。さらに、森林環境教
育、森林とふれあう機会の提供や国民参加の森林づく
りの推進に取り組んだ。
　また、現下の森林・林業や特別会計をめぐる情勢に
かんがみ、今後の国有林野の管理経営のあり方につい
て、林政審議会国有林部会において、審議・検討が開
始された。

２　国有林野事業の主要事業

⑴　販売事業
　販売事業は、国有林から生産される林産物を立木、
丸太等の形で販売する事業であり、林産物の需給安定
や地域産業の振興等にも十分配慮しつつ実行してい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　22年度に国有林野で伐採された立木は776万㎥、そ
の伐採量のうち立木販売等に係るもの404万㎥、丸太
生産の資材としたもの372万㎥ であった。
　また、官行造林地からの官収分は21万㎥であった。

⑵　製品生産事業
　製品生産事業は国有林に生育する立木を資材とし
て、国が丸太等を生産する事業である。　　　　
　この事業は、森林の多面的機能の発揮の観点から、
森林の主要な機能の一つである木材生産機能の発揮の
ため、需要者のニーズを踏まえつつ、計画的・安定的
な木材の供給等を目的として実行しているものであ
る。　　　　　　　　　　　　
　22年度は、204万㎥ の丸太の生産を行った。

⑶　林道事業
　林道事業は、国有林野の管理経営に必要な林道等の
新設・改良・修繕を行う事業である。　　　
　林道は、林産物の搬出、造林の実施及びその他森林
の有する多面的機能を確保するための森林管理にとっ
て欠くことのできない施設であるとともに、公道や民
有林林道等と道路網を形成し、地域住民の日常の生活
利用や地域経済の発展など農山村地域振興にも大きな
役割を果たすものであり、長期的視点に立って計画的
にこれを整備することとしている。
　このため、22年度は林道事業に一般会計から89億
9800万円の繰入れを行い、1,051㎞の林道新設・改良
の事業を行った。　　　　　　　　　　　　

⑷　造林事業
　造林事業は、伐採跡地及び無立木地に樹木の植栽等
を行うとともに、これを保育・保護する事業である。
　この事業は森林の有する公益的機能を充実させると
ともに、将来の森林生産力の増進を図るため、長期的
視点に立って、計画的かつ着実に事業を実施する必要
がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このため、22年度は一般会計より472億円の繰入れ
を行い、新植植付５千ha、育成天然林造成２千ha、
保育23万１千ha等の事業を行った。　　　　　　

⑸　国有林治山事業
　国有林治山事業については、国土の保全等公益的機
能の維持増進を図るため、平成21年度に策定された森
林整備保全事業計画に基づき計画的な実施に努めてい
る。　　　　　　　　
　22年度においては、全額一般会計からの繰入により
事業費365億円をもって実施した。

⑹　国有林野の測定事業
　測定事業は、国有林野の境界（延長約10万５千㎞，
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境界点数約359万点）を管理し、境界標を保全整備す
る事業である。
　22年度は、測量成果を基に境界標を改設復元する境
界検測及び境界の見回り等を行う巡検・巡視に重点を
置き、境界検測 587㎞、境界検測予備調査 4,497㎞、
境界巡検・境界巡視 98,831㎞等の事業を実施した。

３　国有林野事業特別会計の財務状況

　国有林野事業特別会計は､ 国有林野事業を国有林野
の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的
に運営し、その健全な発達に資するため、国有林野事
業等に関する経理を明確にすることを目的に特別会計
に関する法律（平成19年法律第23号、以下「法」とい
う。）に基づき設置されたものである。　　　 
　この会計の平成22年度の決算は、次のとおりである。

⑴　歳入歳出
ア　歳入の部
　収納済歳入額は、4,581億円であって、これを歳
入予算額4,672億円に比べると91億円の減となっ
た。その要因の主なものを科目別にみると、業務収
入では林産物の販売単価が予定を下回ったこと等に
より21億円減少し、一般会計より受入では翌年度へ
の繰越事業があったこと等のため64億円の減となっ
た。
イ　歳出の部
　歳出予算現額は、5,037億円であって、その内容
は歳出予算額4,672億円、前年度繰越額354億円で
あった。この予算現額に対して、支出済歳出額は
4,574億円、翌年度繰越額は385億円、不用額は78億
円であった。
　なお、翌年度繰越額の内訳は、法第170条の規定
による支出未済繰越額157億円、明許繰越額223億円
及び事故繰越額５億円であった。また、不用額は、
木材価格の低迷により販売委託手数料に係る業務費
が予定を下回ったこと等のため生じたものである。

⑵　損益計算
　総収益額1,233億円に対し、総費用額1,469億円とな
り、その差236億円を損失として計上した。この損失
は、法第165条第２項ただし書の規定により翌年度に
繰り越して整理することとして、決算を結了した。
（表27、28）

　　　　　　　 表27　損益計算書　　　　　　　
（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　　　 　費　　　用　　　　　　　　　収　　　益

　　科　目　　　 金　額 　　　　科　目　　　　金　額 
　　　　　　　　 （億円） 　　　　　　　　　　　（億円） 

経　　営　　費  470  売　　上　　高  224
治 山 事 業 費  429  林 野 等 売 払  41
一 般 管 理 費  179  収　　　　　入
及　販　売　費    財 産 貸 付 料  51
減 価 償 却 費  226  等収入
支　払　利　子  134  一　般　会　計  879
資 産 除 却 損  30  より受入
雑　　　　　損  0  　森林保全経費  335
    　等財源受入
    　治山事業費財  398
　　　　　　　　　　　　　　　源受入
    　利子財源受入  146
    地方公共団体工  31
    事費負担金収入
    雑　　収　　入  8
    雑　　　　　益  0
    本 年 度 損 失  236
　　　計  1,469  　　　計  1,469

表28　貸借対照表
（平成23年３月31日現在）

　　　　借　　　方　　　　　　　　　貸　　　方　　　

　　科　目　　　 金　額 　　　　科　目　　　　金　額 
　　　　　　　　 （億円） 　　　　　　　　　　　（億円） 

流　動　資　産  480  借　入　資　本  13,036 
固　定　資　産  73,417  自　己　資　本  65,307 
繰 越 欠 損 金  4,210
本 年 度 損 失  236
　　　計  78,343  　　　計  78,343

（注）　四捨五入により計が一致しない場合がある。

４　国有林野の活用等

　国有林野事業は森林・林業基本法（昭和39年法律第
161号）第５条の規定の趣旨に即して、国土の保全、
水資源のかん養、自然環境の保全、国民の保健休養の
場の提供等の公益的機能の維持増進を図るとともに、
林産物を持続的に供給するほか、国有林野の活用等に
より地域住民の福祉の向上と地域産業の振興に寄与し
ている。

⑴　国有林野の活用
ア　農林業の構造改善等のための国有林野の活用につ
いては、国有林野の活用に関する法律（昭和46年法
律第108号）第３条の規定に基づいて、その活用を
積極的に推進した。
　活用決定面積は22年度末現在で次のとおりである。
　　農業用活用実績面積　　　　５万６千ha
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　　林業用活用実績面積　　　　２万７千ha
イ　一般地元施設としての活用
　一般地元施設制度は国有林野の所在する地域にお
ける産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与するた
め、国有林野の貸付け・分収造林及び共用林野の契
約等を行うものであるが、その実績は22年度末現在
で、貸付使用面積７万６千ha、分収造林契約面積
12万７千ha、共用林野契約面積131万２千haとなっ
ている。

⑵　国有林分収育林事業
　分収育林事業は昭和59年に国有林に創設され、以
来、国民参加による森林づくり事業として国民の緑資
源確保に対する要請に応えるとともに、国有林野の森
林資源の整備充実を図るため、実施してきたところで
ある。
　分収育林契約では国と国以外の者（契約者）との間
で国有林野の一定の土地に生育している樹木を共有
し、契約者に当該樹木に係る持分の対価及び保育・管
理に要する費用を負担してもらい、伐採時に販売代金
を国と契約者とで分収することとしている。
　分収育林は、これまで８万６千人の緑のオーナーの
参加を得て森林整備が図られてきたところであるが、
平成10年の国有林野事業の抜本的改革により、公益的
機能を重視した管理経営に転換したことなどから、分
収育林の適地が減少している状況を踏まえ、法人等が
社会貢献活動の一環として実施する「法人の森林」を
除き、平成11年度から公募を休止しているところであ
る。
　なお、平成11年度から分収木（主伐）の販売を行っ
ており、平成22年度には全国134箇所で分収を行った。
22年度末までの契約実績（累計）は次のとおりである。

契約面積　　　　２万６千（ha）
契約口数　　　　10万５千（口）
契約者数　　　　８万６千（人）

⑶　森林空間総合利用事業
　森林空間に対する多様な要請に対応するため、森林
の持つ保健・文化・教育的機能を他の機能との調整
を図りつつ高度に発揮させることとし、「レクリエー
ションの森」を中心として森林空間の総合利用を積極
的に展開し、併せて地域振興に寄与することとしてい
る。
　また、森林ボランティア活動のためのフィールド
や、森林環境教育のためのフィールドの提供を行って
いる。　 
　主なものは次のとおりである。　　 
　○レクリエーションの森（平成22年４月１日現在） 

  1,093箇所
　　　・自然休養林  89箇所
　　　 ・自然観察教育林  163箇所
　　　 ・風景林  481箇所
　　　 ・森林スポーツ林  56箇所
　　　 ・野外スポーツ地域  196箇所
　　　 ・風致探勝林  108箇所
　○ふれあいの森協定（平成23年３月31日現在）
  137箇所
　○遊々の森協定（平成23年３月31日現在）
  172箇所

５　国有林野事業の労働情勢（22年度）

　国有林野事業の労使間においては、業務運営、財政
の健全化、国有林野事業の改革等に係る諸課題につい
て論議、疎通を行った。
　全国林野関連労働組合は、７月24日から７月25日に
かけて東京都内で開催した「第６回定期全国大会」に
おいて、
⑴　「森林・林業再生プラン」の「最終取りまと
め」に向けた取組と「森林・林業基本計画」の見
直しに向けた取組を進めること
　また、地球温暖化防止森林吸収源対策の確実な
実行、公的森林整備に係る実行組織と施策の拡
充、安定的な財源と予算確保等を求める取組を進
めること
⑵　国有林野事業については、「組織・事業の全て
を一般会計に移行することを検討」について、政
府全体の特別会計見直しに係る対策を講じなが
ら、2012年4月から一般会計移行となるよう取組
を進めること
　また、一般会計化に係る林野庁の検討に対して
は、これまでの労使合意等に基づく検討となるよ
う労使交渉を進めること
⑶　無所属者の組織化と新規採用者の全員組織化に
向け取組を進めること
　また、日常の組織運営にあたっては、組合員の
団結強化と闘う態勢の確立に向けた取組を進める
こと
⑷　森林･林業・木材関連産業の政策の推進のた
め、連合及び公務労協等の関係団体と連携を図り
取組を進めること
　また、関係する国際組織との連携強化に向けた
取組を進めること
⑸　2011春季生活闘争については、連合の「春季生
活闘争方針」を基本に、公務労協及び国営関係部
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会の統一闘争を重視し取組を進めること
⑹　「国家公務員制度改革基本法」に基づく、労働
基本権確立としての自立的労使関係制度の構築に
向け取組を進めること

等が決議された。
　こうした情勢の中、国有林野事業は、「国民の森
林」の実現に向けて、公益的機能重視の管理経営を推
進していく中で、労働組合との共通の認識の醸成に努
め、相互理解と信頼に基づき、改革を推進するよう努
めた。

第10節　森林国営保険

１　事業の概要

　森林国営保険は森林国営保険法（昭和12年法律第25
号）に基づき、民有林人工林等を対象に保険契約を結
び、火災、気象災（風害、水害、雪害、干害、凍害、
潮害）及び噴火災によって受ける損害のてん補を行っ
ている。現在、自然災害を対象とする森林保険は、国
営保険のみである。

　平成21年度末の森林国営保険の加入状況は表29の
とおり、105万８千haで、民有林人工林面積の13.3％
に当たっており、齢級別に見ると、Ⅰ、Ⅱ齢級（林
齢１年生～ 10年生）の幼齢林では、加入面積14万ha
で、対象面積の62％を占めている。
　平成22年度予算においては新規契約及び継続契約
の確保等加入拡大に努め、特に中高齢林の加入率を
高めることとし、歳入については最近の保険加入実
績等を基礎とし、保険契約面積377,300ha（前年度
400,700ha）を予定した。
　この計画に伴う歳入は表30のとおり保険料収入26
億9,880万円、前年度繰越資金受入76億8,425万７千
円、預託金利子収入を主体とする雑収入2億5,836
万９千円で、合計106億4,142万６千円を予定した。こ
れは、前年度歳入予算額112億4,166万３千円に比べ
６億23万７千円の減となっている。
　また、歳出は契約森林に対する損害の補てんに充て
る支払保険金等が19億8,175万２千円、保険業務を運
営するために必要な事務費13億2,905万８千円、予見
し難い予算の不足に充てるための予備費15億円で、合
計48億1,081万円を予定した。

表29　森林国営保険の齢級別加入状況（平成21年度末現在）
齢　　　　　　　　級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ以上 合計
民有人工林面積（千ha） 79 147 191 281 7,285 7,983
加  入  面  積（千ha） 62 78 72 66 780 1,058
加    入    率  （％） 78.5 53.1 37.7 23.5 10.7 13.3

注）四捨五入の関係により合計と一致しない場合がある。

表30　歳入歳出予算額

２　保険契約・てん補の状況

⑴　保険契約
　平成21年度の保険契約の実績は表31のとおり、保

険金額では4,321億２千万円となっており、対前年度
比で2.4％の減となっている。

表31　平成21年度保険契約実績

　既往の契約保有高に新規契約分を加えたものから平
成21年度中に期間満了となるものを差し引いた平成
21年度末の契約保有高は、面積105万8,365ha、保険金
額１兆543億1,881万円となったが、これは、前年に比
べ、面積50千haの減、保険金額で445億4,923万円の減

（単位：千円）

平成21年度 平成22年度

10,956,666 10,383,057

保 険 料 2,858,600 2,698,800

前年度繰越資金受入 8,098,066 7,684,257

284,997 258,369

11,241,663 10,641,426

2,043,418 1,981,752

賠 償 償 還 及 払 戻 金 31,519 30,316

保 険 料 2,011,899 1,951,436

1,470,238 1,329,058

1,500,000 1,500,000

5,013,656 4,810,810

森 林 保 険 費

事 務 取 扱 費

予 備 費

歳 出 合 計

項 目

森 林 保 険 収 入

雑 収 入

歳 入 合 計

齢　級 平成20年度 平成21年度 対前年
Ⅰ 25,267 21,257 94.2%
Ⅱ 4,907 4,960 101.1%
Ⅲ 15,958 15,270 95.7%
Ⅳ 18,528 16,768 90.5%

Ⅴ以上 380,974 373,868 98.1%
計 442,934 432,123 97.6%

 　　注）四捨五入の関係により合計と一致しない場合がある。

保険金額（百万円）
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となっている。
⑵　損害てん補

　平成22年度の災害別の保険金支払実績は、表32の
とおりで4億5,588万円（面積611ha）である。

表32　平成22年度災害別損害てん補実績

３　森林保険特別会計の収支状況

　この事業は、特別会計に関する法律（平成19年法律
第23号）に基づき森林保険特別会計を設置し運営して
いる。
　平成22年度の収納済歳入額は101億2,612万円、当初
予算に比べ５億1,530万円の減となった。一方、支出
済歳出額は16億7,876万円で、歳入歳出の差し引きは
84億4,735万円の剰余を生ずることとなるが、次年度
へ繰越す未経過保険料及び支払備金に相当する額70億
7,807万円を控除するので、決算上は13億6,927万円の
剰余を生ずることとなる。この剰余金については、特
別会計に関する法律第154条第１項の規定により、積
立金として積み立てることとして、決算を結了した。

災害別
面積
(ha)

てん補金額
(千円)

火  災 15 11,508
風  害 23 23,566
水  害 48 52,271
雪  害 135 204,548
干  害 327 125,325
凍  害 62 38,659
潮  害 － －
噴火災 － －
計 611 455,878

注）四捨五入の関係により計と一致しない場合がある。
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第１節　資源管理の推進

１　我が国周辺漁業資源調査等

　我が国周辺水域における水産資源について適切な管
理と持続的利用の科学的基礎となる資源評価を実施す
るため、TAC対象魚種や資源回復計画対象魚種等主
要な水産資源52魚種84系群について、独立行政法人水
産総合研究センターを中心に産学官の連携を図りなが
ら資源調査を実施するとともに、資源の水準・動向や
TAC設定の基礎となる生物学的許容漁獲量（ABC）
等の資源評価結果について公表を行った。

２　我が国周辺水域の水産資源の管理

⑴　資源回復計画の作成・実施
　平成14年度から緊急に資源の回復を図ることが必要
な魚種について、全国又は海域レベルで、休漁等を含
む漁獲努力量の削減、資源の積極的な培養、漁場環境
の保全等の資源回復措置を計画的に講じる資源回復計
画（魚種別計画）を作成し、平成17年度からは定置網
や底びき網等の漁業種類に着目した多魚種に渡る包括
的資源回復計画の作成に着手した。
　水産庁は資源回復計画の円滑な作成及びその進行管
理を図るため、関係漁業者の意見のとりまとめを行う
ための漁業者協議会の開催等への支援を実施している。
　また、資源回復計画に基づき作成される漁獲努力量
削減実施計画により漁業者が自主的に行う休漁等につ
いて、漁業経営への影響に配慮した支援措置を行った。
⑵　漁獲可能量制度及び漁獲努力可能量制度の的確な

推進
　平成８年の「国連海洋法条約」締結に際して、「海
洋生物資源の保存及び管理に関する法律」（平成８年
法律第77号。以下「法律」という。）を制定し、平成
９年から６魚種（さんま、すけとうだら、まあじ、
まいわし、まさば及びごまさば、ずわいがに）を対
象に、法律に基づく漁獲可能量（以下「TAC」とい
う。）管理を開始した。平成10年に、するめいかを追
加し、現在７魚種を対象にTAC管理を行っている。

　また、平成13年に法律を一部改正し、漁獲努力可能
量（以下「TAE」という。）制度を創設し、対象魚種
として平成14年にあかがれい、さめがれい、さわら、
とらふぐ、やなぎむしがれいの５魚種を指定し、平成
15年度にはまがれい、平成16年にはいかなご、やりい
か、平成17年にはまこがれいを追加し、現在９魚種を
対象にTAE管理を行っている。
　TAC及びTAEの管理に当たっては、法律に基づき
「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」を
策定している。この基本計画は、資源の保存及び管理
に関する基本方針、資源ごとの動向、TAC、TAEに
関する事項を規定しており、資源ごとの動向、漁業の
経営その他の事情を勘案して検討を加え、必要に応じ
た変更を行っている。
　なお、平成18年度には、基本計画にTAC魚種ごと
の中期的管理方針を定め、平成19年から５年程度の期
間で、この方針にのっとった管理を行っている。
　また、設定されたTAC及びTAEについては、ネッ
トワークシステム等による適切な管理を行っている。

３　持続的養殖生産の推進

　我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、現在で
は沿岸漁業の重要な位置を占めるようになった。
　その一方で、これまでの成長の過程をみると、養殖
業の発展に伴い生産量の増大を目的とした過密養殖や
過剰な餌料投与が各地で見受けられたこともあり、国
内の多くの養殖漁場において環境が悪化する傾向に
あった。このような養殖漁場環境の悪化は、養殖水産
動植物の伝染性疾病の発生及びまん延の原因にもつな
がり、最終的にはその漁場における養殖自体を不可能
にしかねないものであった。
　また、生産コスト削減の観点から、養殖用の種苗を
海外に依存する傾向が高まってきており、海外から養
殖水産動植物の伝染性疾病が侵入する危険性も高まっ
ていた。
　このような状況に対処するため、平成11年５月、養
殖漁場の改善を促進するとともに、特定の養殖水産動
植物の伝染性疾病のまん延を防止することを定めた
「持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）」を制
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定した。
　この法律に基づく漁場改善計画については、平成22
年１月末現在で21道県で、356の計画が作成され知事
等の認定を受けており、養殖漁場の環境は改善されつ
つある。なお、全国の養殖生産量のうち、これらの計
画を策定した漁場における生産量は74.5％を占めてい
る。

４　溯河性さけ・ます人工ふ化放流事業

　さけ・ます類は、食料の安定供給、北日本における
漁業の振興を図る観点から、その資源の持続的利用の
重要性は高く、水産資源保護法（昭和26年法律第313
号）において、「農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類
のうちさけ及びますの個体群の維持のために独立行政
法人水産総合研究センターが実施すべき人工ふ化放流
に関する計画を定めなければならない。」とされてい
る。
　国際的には、「北太平洋における溯河性魚類の系群
の保存のための条約」において母川国が第一義的な利
益と責任を有するとともに、適正な資源管理義務が課
せられている。また、「生物多様性国家戦略2010」（平
成22年３月16日閣議決定）において、さけ・ます増殖
事業の推進に当たっては、「北太平洋の生態系との調
和を図り、生物として持つ種の特性と多様性を維持す
ることに配慮する。」とされている。
　このように、さけ・ます資源の持続的利用を図ると
ともに、その適正な資源管理を推進することが重要と
なっている。
　22年度は、「広域連携さけ・ます資源造成推進事
業」として、民間団体が全国的に連携し、大型種苗の
適期放流等による回帰率の向上を通じた、効率的なさ
け・ます資源の造成を促進する取組に対する支援を
行った。
　また、さけ・ます資源の効率的な造成を図るため、
さけ・ます増殖施設の整備に対しても継続して支援を
行なった。

表１　22年度センターが実施すべき人工ふ化放流計画（農
林水産大臣が水産政策審議会の答申を受けて定めた
計画）

　　　　魚種　　　　　　　　　　放流数（千尾）
  さけ  129,000
  からふとます  7,200
  さくらます  2,700
  べにざけ  150

表２　22年度北海道、本州における人工ふ化放流計画

　　　　魚種　　　 地　域 　　　放流数（千尾）
  さけ  北海道  880,300
    本　州  778,065
  からふとます  北海道  127,000
  さくらます  北海道  4,293
    本　州  5,923

表３　22年度さけ・ます人工ふ化放流関連予算
（千円）

広域連携さけ・ます資源造成推進事業費  527,587
強い水産業づくり交付金  5,045,377の内数
　（うち、さけ・ます増殖施設の整備）

５　内水面漁業振興対策事業

　内水面漁業・養殖業は、淡水性魚介類の供給、種苗
放流等を通じた水産資源の維持増大、釣り等レクリ
エーションの場の提供、中山間地域等における就業機
会の創出、漁業活動を通じた内水面の環境保全等に寄
与しており、近年、国民の自然環境の保全等に対する
意識が高まるとともに余暇時間が増大していく中、健
全な親水性レクリエーション等を通じたゆとりや潤い
のある国民生活と余暇活動の提供などその役割は一層
重要なものとなっている。
　他方、内水面漁業・養殖業を取り巻く環境は、流域
の改変、河川流量の減少などによる水生生物の生息環
境の悪化に加え、ブラックバス等外来魚の生息域の拡
大やカワウの急激な増加による食害問題などの生態系
の変化、アユ冷水病やコイヘルペスウィルス病の蔓延
などますます厳しい状況にある。
　このような状況を踏まえ、内水面における生物生息
環境の保全、水産動植物の増養殖の推進、地域の活性
化等を図るため、各種の対策を講じているところであ
る。
　22年度は、生態系との調和、地域特性の活用、他産
業との連携等を念頭におき、内水面資源の増養殖等基
盤施設や内水面漁業近代化等施設の整備に対する支援
を行った。
　また、広域的に連携して行われるカワウの生息状況
調査や追い払い・捕獲、外来魚駆除に対する支援、漁
業者が取り組む生育環境改善の活動や内水面生態系の
復元・保全に関する幅広い理解と協力を促進するため
の実践的な取組に対する支援を行った。
　さらに、漁場環境の改善を促進するための漁場環境
調査指針の作成、水系ごとに異なる渓流魚の遺伝的多
様性を維持した移植方法や生息場所の復元技術の開
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発、効率的・効果的な駆除を推進するための外来魚抑
制管理手法の開発、生態系等に配慮した増殖指針の作
成を行った。養鰻業については、我が国と台湾、韓国
の生産者間での民間協議や親鰻及び稚魚放流に対する
支援を行った。
　平成16年に発生した新潟中越地震及び平成19年に発
生した新潟中越沖地震で大きな影響を受けているコイ
養殖業の振興を図るため、魚病の検査等に対する支援
を行った。

表４　22年度内水面関連予算
（単位：千円）

健全な内水面生態系復元等推進事業費  336,679　　　
鰻供給安定化事業費  31,352　　　
強い水産業づくり交付金  5,045,377の内数
　うち、
　　　　内水面資源増殖等基盤施設の整備
　　　　内水面漁業近代化等施設の整備
　　　　錦鯉生産地の震災復旧支援

６　漁場環境及び生態系の保全

⑴　赤潮及び貧酸素水塊による漁業被害防止のため、
有害赤潮プランクトンの生理・生態の解明、赤潮及
び貧酸素水塊の発生予察技術や防御技術の開発、養
殖ノリの色落ち被害の原因となるケイ藻赤潮の被害
対策を実施するとともに、プランクトン同定研修会
を開催した。また、赤潮情報ネットワークシステム
の高度化を図った。
⑵　原因者不明の油濁事故による漁業被害の救済と漁
場の保全を図るため（財）漁場油濁被害救済基金が
実施する救済事業等（防除清掃事業、審査認定事
業、油濁被害防止対策事業）に対し助成した。
⑶　希少水生生物の保全を図るため、現状把握や調査
研究内容の検討等を行うとともに、資源状況調査
データの総合的分析及び保全手法の開発等を実施し
た。
⑷　大型クラゲ等の有害生物による漁業被害防止対策
として、大型クラゲ発生源水域での日中韓による国
際共同調査、日本近海の出現状況調査、出現情報提
供、大型クラゲの混獲回避漁具の導入促進、有害生
物の駆除、陸上処理、トドの効果的な追い払い方法
の実証試験、出現実態や生態の把握調査等を実施し
た。
⑸　有明海における海域環境の改善と漁業の振興を図
るため、漁業者等からの意見を聞いた上で、二枚貝
資源の生産回復に資する海域環境改善技術の現地実
証として、底質等改善技術の開発及び微細気泡装置

による耕耘効果技術の開発を行った。
⑹　資源回復及び漁場生産力の向上を図るため、輪番
休漁の活用等により漁業者グループが行う資源回復
に寄与する藻場・干潟の整備や海岸清掃等の取組に
対し助成を行った。
⑺　漂流・漂着ゴミ対策のため、漁業系資材のリサイ
クル技術の普及・コンサルティングを行うととも
に、漁業活動中に回収した漂流物の処理を行う民間
団体に対し助成を行った。
⑻　平成19年に策定された「農林水産省生物多様性戦
略」及び「生物多様性国家戦略2010」を踏まえ、漁
業生産の基盤である漁場環境の保全など生物多様性
の保全と両立した持続的漁業生産の確立に資するた
め、漁場環境における生物多様性を評価するための
指標の開発と定量化を行うとともに、化学物質の有
害性、蓄積実態、生物多様性や生態系への影響を調
査した。
⑼　湖沼の漁場改善技術ガイドラインに即し、湖底耕
うん等の漁場改善活動に取組む民間団体に対し助成
を行った。

第２節　つくり育てる漁業の推進

１　栽培漁業振興対策

　栽培漁業は、沿岸水産資源の維持増大施策の重要な
柱として、昭和38年度以降瀬戸内海に国の栽培漁業セ
ンターを設置し、主に種苗生産，放流等の栽培漁業の
技術開発を実施してきた。昭和52年度からは栽培漁業
の全国発展を図るため海区毎に整備することとし、平
成７年度までに16か所の栽培漁業センターを整備した。
　さらに国の技術開発の成果をもとに種苗生産を行
う県営栽培漁業センターの基本施設の整備（昭和48
～ 58年度、全国37か所）に引き続き、増強施設の整
備（昭和55 ～ 63年度、全国32か所）、拠点施設の整備
（昭和60 ～平成15年度）、新技術導入施設の整備（平
成元～ 15年度）、海区拠点施設の整備（平成６～ 15
年度）、種苗生産環境改良施設の整備（平成９～ 15年
度）及び資源回復支援施設の整備（平成16年度から）
を進めている。
　平成14年に成立した「独立行政法人水産総合研究セ
ンター法の一部を改正する法律」により、社団法人日
本栽培漁業協会は、平成15年10月１日に独立行政法人
水産総合研究センターと統合した。これにより、社団
法人日本栽培漁業協会が委託事業として行っていた栽
培漁業に関する技術開発の業務については、独立行政
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法人水産総合研究センターが実施することとなった。
　また、都道府県には、資源回復計画の対象種等の種
苗生産に必要な施設整備について強い水産業づくり交
付金による支援を行った。
　さらに、我が国周辺の水産資源が悪化している中、
資源回復計画、国際的な課題や海域環境悪化に対応し
た効率的・効果的な資源造成を図るため、各都道府県
における取組に加えて、関係都道府県との広域的に連
携した取組を通じて海域レベルでの適地放流を推進す
るための「栽培漁業資源回復等対策事業」に対して助
成した。

表５　平成22年度栽培漁業関連予算
（百万円）

独立行政法人水産総合研究センター
　試験研究・技術開発勘定運営費交付金  16,047の内数
　施設整備費補助金  1,256の内数
都道府県
　強い水産業づくり交付金  5,045の内数
　　　うち、資源回復支援施設の整備
民間団体等
　栽培漁業資源回復等対策事業費  113　　　

２　海面養殖業の振興対策

　我が国の海面養殖業は、水産物に対する国民のニー
ズの高度化・多様化に対応して発展を続け、海面漁業
全体の生産額の３割近くを占めるまでに成長してお
り、地域によっては中心的な産業になっている。
　しかしながら、近年は供給過剰等により多くの養殖
水産物で価格の低迷が見られ、また、世界的な魚粉需
要の増加等により餌飼料の価格が高騰する等、海面養
殖業は厳しい情勢に直面している。このような情勢を
克服し、海面養殖業が水産物の安定供給と漁村地域の
振興に貢献し続けるために、国民の信頼を受けつつ海
面養殖業を持続的に推進できる体制づくりが必要であ
る。
　こうした状況を踏まえ、水産行政としては各種の対
策を講じているところである。
　21年度は、養殖水産物の安定供給に資するため、魚
粉の割合を減らした低コスト飼料の開発や効率的な給
餌方法の開発を推進するとともに、窒素やリン等の物
質循環を可能とする魚介類など複数の種類を組み合わ
せた複合養殖技術を開発する取組み、養殖漁場の利用
に関するデータベースを構築し養殖業への新規参入等
を促す取組み、養殖用餌飼料として利用が促進されて
いない未利用資源を活用する取組み等に対し、支援を
行った。また、国民の豊かな食生活の実現を図るた

め、天然資源が低迷し供給量減少が懸念されているク
ロマグロについて、その養殖の発展に必要となる生け
簀技術の開発や小型クロマグロの有効利用を実証する
取組みに対し、支援を行った。
　このほか、消費者の関心の高い、安全・安心な養殖
生産の実現を図るため、養殖生産に関する情報を適切
に発信する取組み、漁場環境の変化やノロウイルス等
のリスクに応じた生産管理手法の見直しのための対応
策の検討・実践等に対し、支援を行った。また、養殖
業の発展により漁村地域の活性化を図るため、市町村
等が取り組む養殖再生プランの策定等に対して支援を
行った。
　ノリ養殖業については、ノリ輸入枠の拡大等、ノリ
養殖業を巡る情勢変化に対応するため、コストの削減
や付加価値の向上を推進し、国際競争力の強化を図っ
た。具体的には、生産工程の高度化に資すると考えら
れるモデル事業、優良な特性を有するノリ株・糸状体
の選定・利用の促進、構造改革計画に基づき生産性の
低い自動乾燥機等を廃棄する取組み等に対し、支援を
行った。

第３節	 漁業の担い手確保 ･育成
対策

１　漁業労働力の確保等

　平成21年現在の我が国の漁業就業者は、21万２千人
となっており、この10年間で22％減少した。また、年
齢階層別にみると65歳以上の高齢者の割合は全体の
36％、60歳以上にあっては50％と高齢化が進行してお
り、このような現状に対応するため、水産基本法に基
づき定めた水産基本計画において、都道府県及び民間
団体が有機的な連携を図りつつ将来の漁業生産を担う
若い意欲的な人材の確保・育成を推進し、効率的かつ
安定的な漁業経営を育成するため、次の事業について
助成した。

⑴　漁業担い手確保・育成対策事業
　漁業への新規就業・新規参入を促進するため、経験
ゼロからでも漁業に就業できるよう、株式会社アー
ル・ピー・アイに設置された全国漁業就業者確保育成
センターによる就業情報の提供、就業準備講習会や就
業相談会の開催、漁業現場での長期研修（原則最長１
年間）等、漁業就業希望者の各段階に応じたきめ細か
な支援措置を講ずるとともに、異業種のノウハウや技
術を活用して生産から加工・流通・販売までの分野に
わたる新たなビジネスの事業化を支援。
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⑵　福祉対策事業
　漁村地域の福祉向上のため全国共済水産業協同組合
連合会が昭和56年度から発足させた漁業者老齢福祉共
済事業の推進等。

⑶　漁船安全操業対策事業
　漁船の海難等の減少を図るため、株式会社アール・
ピー・アイに設置された全国漁業就業者確保育成セン
ター及び特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進
機構による海難防止知識の普及やライフジャケットの
着用に関する講習会の開催等の取組を支援。

⑷　効率的・安定的沿岸漁業促進事業
　全国漁業協同組合連合会が行う青年・女性漁業者グ
ループのリーダー資質向上対策、漁業経営や地域活動
等に関する取組の全国交流、青年漁業者グループの経
営改善の取組や漁村女性等による起業的活動の取組等
を支援した。

⑸　漁業経営安定対策（積立ぷらす）
　漁業生産構造の急速な脆弱化に対し、水産物の安定
供給を図っていくためには、「効率的かつ安定的な漁
業経営」が大宗を担う漁業生産構造を実現する必要が
ある。このため、積極的かつ計画的に経営改善に取り
組む経営体を対象に、現行の漁業共済制度の経営安定
機能に上乗せした形で収入の変動による漁業経営への
影響を緩和し、その経営改善を支える「漁業経営安定
対策」を実施。

⑹　漁業経営セーフティーネット構築事業
　燃油・配合飼料の価格は、中長期的には依然として
上昇基調にあると考えられることから、経営の体質強
化を基本としつつも、これと併せて価格の急上昇によ
る経営環境への影響を緩和するセーフティーネットの
構築を図ることが、経営の安定と水産物の安定供給を
図る上での課題となっている。
　このため、 漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃
油・配合飼料の価格がそれぞれ一定基準以上に上昇し
た場合に補塡金を交付する漁業経営セーフティーネッ
ト構築事業を創設した。

２　水産業改良普及事業

　最近の沿岸漁業等をめぐる厳しい情勢を踏まえ、沿
岸漁業の生産性の向上、漁家経営の改善等の課題を地
域の特性に応じて解決することが重要となっており、
水産業改良普及事業の推進に当たっては、組織体制の
整備強化及び普及職員の資質の向上を図り、水産行政
に即応した全国的に統一ある普及活動を展開すること
が緊要となっている。
　このため、国は道府県に対して、水産業普及指導員

の配置、水産業普及指導員室の運営等普及事業の実施
に要する経費について水産業改良普及事業交付金を交
付した。

３　独立行政法人水産大学校

　独立行政法人水産大学校は、中央省庁等改革によ
り、水産に関する教育・研究を実施する機関として、
平成13年４月１日に独立行政法人として設立された。
　また、第一期中期計画における評価等を踏まえ、第
二期中期計画が平成18年４月１日より開始され、設立
目的である水産に関する学理及び技術の教授及び研究
を行うことにより、水産業を担う人材の育成に努めた
とともに、業務実施に要する経費について22年度は運
営費交付金18億6,634万２千円を交付した。

第４節　水産制度金融

１　概　　　況

　22年度の漁業金融の状況をみると、23年３月末現在
の全金融機関の総貸出残高は10,935億円となり、前年
同期に比べ595億円（5.2％）の減少となった。
　これを漁業規模別にみると、中小沿岸漁業向けが
10,548億円，大規模漁業向けが387億円で、中小沿岸
漁業向けが大宗を占めている。
　次に金融機関別にみると、系統金融機関が7,409億
円で最も大きく、一般金融機関が2,591億円、政府
系金融機関が935億円となっている。これを前年と
比べると、系統金融機関が5.5％、一般金融機関が
4.1％、政府系金融機関が5.3％の減少となった。構成
比をみると、系統金融機関が67.6％、一般金融機関が
23.7％、政府系金融機関が8.5％となっている。

２　系 統 金 融

⑴　貯金
　22年度における漁協貯金は、表６のとおり、23年
３月末で8,862億円となり、前年同期に比べ75億円
（0.8％）の減少となった。
　これは、漁協信用事業の信漁連への譲渡が進んだこ
とが主な要因である。

⑵　貸出金
　22年度における漁協貸出金は、表６のとおり、23
年３月末で2,072億円となり、前年同期に比べ46億円
（2.2％）の減少となった。漁協の貯貸率については、
前年同期に比べ0.3％減少し、23.4％となった。なお、
漁協・信漁連・農林中金で構成される系統金融機関の
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23年３月末の貸出金残高を、上部機関からの借入金を
差し引いた純残高ベースでみると、合計7,409億円と
なり、前年同期に比べ431億円（5.5％）の減少となっ
た。

　　　　表６　漁協貯金・漁協貯貸率の推移
（単位：億円、％）

　　　　　　　　　 21/3月末　 22/3月末　 23/3月末
漁協貯金（A）  8,994  8,937  8,862
漁協貸出金（B）  2,153  2,118  2,072
漁協の貯貸率（B/A）  23.9  23.7  23.4

３　一般金融機関

　銀行、信用金庫等一般金融機関の貸出状況は、表７
のとおり、23年３月末で2,591億円であり、前年同期
に比べ112億円（4.1％）の減少となった。

表７　一般金融機関の漁業に対する貸付残高
（単位：億円，％）

　　　　　　　　　 22/3月末　　23/3月末　 増加率
国内銀行銀行勘定  2,075  1,978  △4.7
信託勘定  0  0  0
信用金庫  628  613  △2.4
　　　計  2,703  2,591  △4.1

４　株式会社日本政策金融公庫資金

 （旧：農林漁業金融公庫資金）

　株式会社日本政策金融公庫は、平成20年10月１日
に、農林漁業金融公庫、国民生活金融公庫、中小企業
金融公庫、国際協力銀行が解体・統合して設立された
政策金融機関で、旧農林漁業金融公庫の業務を引き継
ぎ、農林漁業者に対し農林漁業の生産力の維持増進に
必要な長期かつ低利の資金の融通を行っている。
　水産関係資金としては、漁業経営改善支援資金、漁
船資金、水産加工資金等９資金（農林漁業共通の資金
を含む。）がある。
　22年度の貸付決定額は表８のとおりで、23年３月末
で152億円、前年同期に比べ73億円（32.3％）の減少
となった。

表８　日本政策金融公庫資金貸付決定状況
（単位：百万円，％）

　　資　金　名　　　　　21年度　　22年度　　22 ／ 21
漁業経営改善支援  7,554  6,338  83.9
中山間地域活性化  2,655  661  24.9
振興山村・過疎  371  0  0.0
漁 業 基 盤 整 備  1,436  1,250  87.0
漁　　　　　　船  194  1,253  645.9

農 林 漁 業 施 設  1,660  324  19.5
水　産　加　工  4,341  4,126  95.0
沿岸漁業経営安定  0  0  -
農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ  4,281  1,279  29.9
　　　　計  22,492  15,231  67.7
注 : 単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

５　漁業近代化資金等の制度資金

⑴　漁業近代化資金
　漁業近代化資金制度は、漁業者等の資本装備の高度
化を図り、その経営の近代化に資することを目的とし
て44年に創設され、漁業者等に対し、漁船資金を中心
に長期かつ低利の施設資金等の融通を行ってきている。
　同資金については、国から農林中央金庫への補給契
約分を除き、平成17年度より都道府県へ税源移譲され
ている。
　22年度の融資実績は、平成23年３月末で247億円と
なっており、前年同期に比べ４億円（1.6％）増加し
た。用途別にみると、前年度に比べ漁船が10億円増
加、養殖用施設が３億円の減少、加工用施設が１億円
増加、漁具等施設が８億円の増加、水産動植物の種苗
購入・育成が11億円減少、共同利用施設が１億円の減
少となった。

表９　漁業近代化資金の用途別融資額
（単位：百万円，％）

　　　　　　　　　　　 金　　額　　　　 構　成　比
  21年度  22年度  21年度  22年度
都道府県承認分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
漁船（20トン以上）  961  1,019  3.9  4.1
漁船（20トン未満）  8,619  9,522  35.4  38.5
養殖用施設  1,270  993  5.2  4.0
加工用施設  2,663  2,780  10.9  11.2
漁具等施設  1,365  2,175  5.6  8.8
水産動植物の種苗  9,369  8,255  38.5  33.4
購入・育成
共同利用施設  100  0  0.4  0
　　　計  24,347  24,745  100.0  100.0
国の直接利子補給　　　　　　　　　　　 
　　　分　　　　　　　　　　　　　　　
共同利用施設  0  0  0.0  0.0
　合　　　計  24,347  24,745  100.0  100.0
注 : 単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。

⑵　その他の制度資金
　その他制度資金融資・貸付状況については表10の
とおりとなっており、主なものとして、漁業経営が困
難となっている中小漁業者であって、漁業経営の改善
及び再建整備に関する特別措置法に基づく漁業経営再
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建計画の認定を受けた漁業者の固定化債務の整理を行
い漁業経営の再建を図ることを目的として51年度に創
設した漁業経営維持安定資金がある。
　なお、同資金については平成17年度より、国際規制
関連経営安定資金については平成18年度よりそれぞれ
都道府県へ税源移譲されている。（ただし、漁業者団
体への直接助成分は除く。）
　また、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措
置法に基づく漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者
に対し、低利の短期運転資金を融通し経営の改善の円
滑な推進を図るため７年度に創設した漁業経営改善促
進資金については、22年度に29億円の貸付極度額が設
定されており、平成23年３月末で前年同期に比べ８億
円（8.0％）減少した。

表10　その他制度資金融資・貸付状況
（単位：百万円）

　　　　資金名　　　　　　　　　　21年度　　　22年度
漁業経営維持安定資金  （6,369）  （4,359）
（国の利子補給助成に係る貸付額）  640  80
国際規制関連経営安定資金  －  －
漁業経営再建資金  －  －
漁業経営改善促進資金（極度額）  3,700  2,877
漁業経営高度化促進支援資金  （－）   （－）

注 :（　）は都道府県の利子補給助成に係る貸付額である。

６　沿岸漁業改善資金

　沿岸漁業改善資金制度は、沿岸漁業従事者等が経
営、操業状態の改善を図るため自主的に近代的な漁業
技術や合理的な漁業生産方式又は漁ろうの安全の確保
等のための施設を導入し、又は生活の改善を図るため
合理的な生活方式を導入することを促進するととも
に、青年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法
又は技術の実地の習得や経営の基礎の形成を助長する
ため、沿岸漁業従事者等に対する中・短期の無利子資
金の貸付を行う都道府県に対し国が必要な資金を助成
する制度として昭和54年に創設された。

表11　沿岸漁業改善資金貸付状況
（単位：百万円）

  20年度  21年度  22年度
経営等改善資金  1,705  1,920  1,418
生活改善資金  14  2  15
青年漁業者等養成  493  322  202
確保資金　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　
　合　　計  2,211  2,245  1,635
補助金交付額  102  －  －
対象都道府県  40県  40県  40県

７　中小漁業融資保証保険制度

　中小漁業融資保証保険制度は、「中小漁業融資保証
法」に基づき中小漁業者等に対する金融機関の貸付に
ついて漁業信用基金協会がその債務を保証し、その保
証につき独立行政法人農林漁業信用基金が保険を行う
ものである。
　22年度の保証状況をみると、年度中の保証額は
1,008億円で前年比34.9％の減少となり、年度末保証残
高は2,276億円で3.9％の増加となった。保証残高を金
融機関別にみると、農中は対前年度比4.7％減、信漁
連は0.9％増、漁協は9.1％増、銀行等は11.9％の増加
となった。次に資金種類別にみると、漁業近代化資金
は、前年比2.9％減、一般資金7.6％の増加となった。
　なお、22年度中の代位弁済額は34億円で前年比７億
円の減少となり、この結果単年度事故率は3.7％、累
計事故率は3.4％となった。

第５節　水産業協同組合

⑴　水産業協同組合の現況
　23年３月末現在における水産業協同組合は、単位組
合が2,530（沿海地区漁協1,004、内水面漁協840、業種
別漁協114、漁業生産組合459、水産加工協113）、連合
会が153（漁連113、信漁連30、水産加工連９、共水連
１）、うち全国段階連合会が10となっている。

⑵　漁協系統をめぐる状況
　我が国周辺水域の資源水準の低下による漁獲量の減
少、魚価の低迷等による我が国漁業の不振を背景に、
漁協系統をめぐる情勢も厳しさを増している。
　このような状況の中で、漁協系統が漁業者の事業や
生活を支えるという本来的役割を的確に果たしていく
ために、更には水産基本法の基本理念である「水産業
の健全な発展」の実現に向けて、より積極的な役割を
果たしていくために、漁協系統の組織・事業基盤の強
化が必要となっている。
　特に漁協全体で約450億円（平成18年度決算）にま
で累積している繰越欠損金の解消が急務であり、これ
に対応するため、平成20年度に欠損金見合いの借換資
金（漁協経営改革支援資金）を創設し、当該資金を借
り入れる際の利子助成等を実施している。
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第６節	 水産物の流通加工･需給･
消費対策

１　水産物の需給・価格動向

　22年（１月～ 12月）における我が国の漁業・養殖
業の総生産量は岩手県の海面漁業・養殖業を除き508
万３千ｔ（概数）で、前年に比べ2.9％減少した。
　魚種別には、まいわし、きはだ、しらす、まだら等
が増加し、くろまぐろ、ほっけ、さんま、めばち、さ
け類等が減少した。
　22年の産地価格は、前年に比べ、さんまは2.06倍、
ほっけ（生鮮）は67％、するめいか（生鮮）は51％上
昇した。
　また、かつお（生鮮）は23％、たら（生鮮）は
21％、むろあじは９％下降した。
　22年の消費地価格（東京都中央卸売市場における
主要魚種（生鮮））は、前年に比べ、みなみなぐろは
44％、さんまは31％、まだい（養殖）は23％上昇した。
　また、かたくちいわしは26％、かつおは20％、ぶり
は17％下降した。

２　水産物の流通対策

⑴　水産物産地販売力強化事業
　漁業者団体が行う、水産物の流通・販売に知見を有
する外部の専門家（スーパー、商社のOB等の販売の
プロ）のノウハウ・アイディアを活用した販売戦略の
策定・実行、新規販路の開拓や市場の統廃合、買受人
の新規参入の推進など産地市場改革の取組等に必要な
経費について補助を行った。

３　水産加工業対策

⑴　概　　況
　水産加工品の生産量（以下使用する数値は、陸上加
工のみ）は、原料魚の供給や需要の推移によって左
右されるところが大きい。平成22年の水産加工品生
産量（生鮮冷凍水産物を除く。）は181万5,840tで前年
に比べ２％減少し、生鮮冷凍水産物の生産量は154万
4,035tで、前年に比べ５％減少した。
ア　ねり製品
　ねり製品の生産量は53万3,624tで、前年に比べ
２％（１万2,901t）増加した。このうち、かまぼこ
類は46万8,830t、魚肉ハム・ソーセージ類は６万
4,794tで、前年に比べそれぞれ、３％（１万4,980t）
増加、３％（2,079t）減少した。

イ　冷凍食品
　冷凍食品の生産量は29万1,970tで、前年に比べ
５％（１万4,621t）減少した。このうち、魚介類
（切り身、むきえび等の加工品）は15万3,346t、水
産物調理食品は13万8,624tで、前年に比べそれぞ
れ、３％（5,387t）、６％（9,234t）減少した。
ウ　乾製品
　乾製品の生産量は29万6,822tで、前年に比べ４％
（１万2,754t）減少した。このうち、素干し品は
１万5,914tで前年に比べ６％（1,089t）減少したが、
煮干し品は６万7,918tで前年に比べ４％（2,500t）
増加し、塩干品は21万2,990tで、前年に比べ６％
（１万4,165t）減少した。
エ　塩蔵品
　塩蔵品の生産量は、19万3,794tで、前年に比べ
６％（１万2,574t）減少した。このうち、さばは、
４万8,166tで、前年と比べ２％（820t）減少、さけ・
ますは９万3,115tで、前年に比べ８％（7,930t）減
少した。
オ　くん製品
　くん製品の生産量は１万881tで、前年と比べ３％
（284t）減少した。
カ　節製品
　節製品の生産量は９万8,456tで、前年に比べ３％
（3,210t）減少した。このうち、節類は６万4,225tで
前年に比べ５％（3,057t）減少し、けずり節は３万
4,231tで前年に比べ0％（153t）減少した。
キ　その他の食品加工品
　その他の食品加工品の生産量は39万293tで、前年
に比べ１％（1,969t）減少した。このうち、塩辛類
は２万5,421tで前年に比べ５％（1,283t）減少し、
調味加工品は25万7,375tで前年に比べ１％（1,725t）
増加した。
ク　生鮮冷凍水産物
　生鮮冷凍水産物の生産量は154万4,035tで前年に
比べ５％（７万5,656t）減少した。このうち、いわ
し類は27万9,643t、さば類は34万7,371tで、前年に
比べそれぞれ24％、６％増加したが、さけ・ます類
は13万7,792t、さんまは15万5,010t、いか類は８万
1,076tで前年に比べそれぞれ１％、46％、７％減少
した。

⑵　主な水産加工業対策
ア　現在、国内において食用として十分に利用されて
いなかった国産の魚介類又は海草類等を水産加工品
の原材料として有効活用する「水産加工原料確保緊
急対策事業」を行った。
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イ　水産物流通の全ての段階を通じた品質・衛生管理
体制の構築を推進するため、品質・衛生管理ガイド
ラインの策定、地域ぐるみの品質・衛生管理体制の
構築、HACCP手法導入のための講習会の開催や技
術指導等に対する支援を行う「水産物フードシステ
ム品質管理体制構築推進事業」を行った。

４　水産物の需給安定対策

⑴　魚価安定基金造成事業（国産水産物安定供給推進
事業）

　漁業者団体が水揚げ集中による価格低落時に漁業者
から水産物を買い取り、一定期間保管した後、価格上
昇時に流通業者へ販売する調整保管を実施する際の買
取代金金利、保管料等を助成するために必要な資金を
造成した。

⑵　水産物流通情報リアルタイム提供事業
　漁業経営の安定と水産物の安定供給を図るため、水
産物の需給･価格の動向に関する情報を的確に収集･分
析し、漁業者をはじめとして広く国民へリアルタイム
に提供するとともに、水産物貿易統計の作成を実施し
た。

５　水産物の輸出入

⑴　輸出入の概況
ア　輸　出
　22年の水産物総輸出額は、1,955億4,221万円であ
り、前年に比べ、13.1%増加となった。
　輸出額が増加した主な品目は、さけ・ます類等で
あり、逆に減少した品目は、ほたて貝等である（表
12）。
　また、輸出先別にみると、香港（33％）が最も
大きく、次いで中国（15％）、米国（12％）、韓国
（９％）、タイ（７％）と続いている｡

表12　22年水産物輸出実績

単位：数量はトン、［］は食用海草等の枚数単位の実績が
あるものについて、千枚単位で記載
金額は百万円、（ ）は千ドル

　　　品　目　　　　　　　数　量　　　　　 金　額
総　　　　計  [22,904]  195,542　
  565,844  （2,241,200）

⑴　さけ・ます類  65,166  17,978　
　　（生冷凍）    （211,705）
⑵　真珠  40  17,643　

　　（真珠及び真珠製品）    （201,712）
⑶　干しなまこ  209  12,788　
    （146,731）
⑷　貝柱調整品  2,648  12,385　
　　（気密以外）     （143,738）
⑸　ほたて貝  13,709  10,286　
　　（活生冷凍塩乾）    （118,387）

イ　輸　入
　22年の水産物の総輸入額は、１兆3,708億9,409万
円で、前年より5.7%増加した。
　輸入額が増加した主な品目は、えび等であり、逆
に減少した品目は、まぐろ・かじき類等である（表
13）｡

表13　22年水産物輸入実績

単位:数量はトン
金額は百万円、（ ）は千ドル

　　　品　目　　　　　　　数　量　　　　　 金　額
総　　　　計  2,723,177  1,370,894　
    （15,692,668）
⑴　まぐろ・かじき類  231,830  172,435　
　　（生・冷・凍）    （1,971,275）
⑵　えび  210,308  181,260　
　　（活・生・冷・凍）    （2,083,670）
⑶　さけ・ます類  235,207  144,384　
　　（生・冷・凍）    （1,651,495）
⑷　えび調整品  70,650  54,156　
    （620,230）
⑸　かに  49,188  47,187　
　　（活・生・冷・凍）    （548,128）

⑵　水産物の非自由化品目
　我が国では、沿岸・沖合漁業の主要対象種等につい
て、無秩序な輸入により国内の漁業生産及び需給に悪
影響が生じないように、また、我が国周辺水域の資源
管理措置を補完するため輸入割当制度を実施してい
る。輸入割当品目は次のとおりである。
○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのさ
ば、あじ、いわし、たら、すけとうだら、にしん、
さんま及びぶり、並びにそれらの魚類のフィレ及び
その他の魚肉、フィッシュミール。
○煮干し。
○冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのたらの卵。
○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのほ
たて貝、貝柱及びいか（もんごういかを除く）。
○食用ののり及びこんぶ、並びにそれらの調製食料品。
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表14　22年度補助金等
（単位：千円）

水産物流通情報リアルタイム提供事業  102,006
水産加工原料確保緊急対策事業  184,014
水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業
  89,423
国産水産物安定供給推進事業  432,787
水産物産地販売力強化事業  787,287

第７節　漁業保険制度

１　漁船損害等補償制度

⑴　概　　況
　漁船損害等補償制度は、漁船及び漁船積荷につき不
慮の事故による損害をてん補するとともに、漁船の運
航に伴う損害賠償、費用負担による損害をてん補す
ること等を目的とした制度であり、「漁船損害等補償
法」（昭和27年法律第28号）に基づく漁船保険（普通
保険、特殊保険）、漁船船主責任保険、漁船乗組船主
保険、漁船積荷保険及び任意保険並びに「漁船乗組員
給与保険法」（昭和27年法律第212号）に基づく漁船乗
組員給与保険から構成される。
　これらの保険の元受は漁船保険組合が行っている。
そのうち特殊保険及び漁船乗組員給与保険については
国が再保険を行い、普通保険、漁船船主責任保険、漁
船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険について
は漁船保険中央会が再保険を行い、さらにその一部に
つき国が再々保険を行っている。

⑵　漁船保険等事業
ア　漁船保険
　この保険は、漁船につき、滅失、沈没、損傷その
他の事故により生じた損害をてん補するものであ
り、戦乱等によらない事故により生じた損害をてん
補する普通保険と、戦乱等による事故により生じた
損害をてん補する特殊保険がある。普通保険には、
これらの損害のみをてん補する普通損害保険と、こ
れらの損害をてん補するとともに、保険期間が満了
した場合に保険金額相当の保険金を支払う満期保険
がある。
ア　普通保険
ａ　普通保険の加入状況
　22年度において普通保険に加入した漁船は、
18万7,886隻、87万4,248tである。このうち普通
損害保険の加入隻数は18万5,455隻で、満期保
険の加入は（継続分を含む）2,431隻である。

　加入隻数を前年度に比べると総隻数では
3,694隻減となっており、20t未満階層では3,617
隻（1.9 ％）減少し、20t以 上階層では77隻
（5.2％）減少している。トン数階層別に普通保
険の構成比を見ると動力漁船では、５t未満が
86.5％を占めており以下５～ 19t12.6％、20 ～
49t0.1％、50 ～ 99t0.2％、100 ～ 999t0.5％となっ
ており、無動力漁船は0.1％である。
　次に21年12月31日現在の在籍漁船数と加入隻
数を対比した隻数加入率をみると、加入総隻
数では、63.2％の加入率となっており、このう
ち動力漁船では、５t未満は62.5％、５～ 19tは
87.1％、20 ～ 49tは87.2％、50 ～ 99tは91.4％、
100 ～ 999tは82.7％となっており、無動力漁船
は3.5％であった。
　また、保険価額に対する保険金額の割合
すなわち付保率は、動力漁船では５t未満
95.6％、５～ 19t94.8％、20 ～ 49t97.7％、50 ～
99t96.5％、100 ～ 999tは88.5％で動力漁船総数
では93.8％、無動力漁船では95.6％を示してお
り、これらの引受保険金総額は１兆54億円で
あって、前年度に比べて243億円の減を示して
いる。
ｂ　保険事故
　22年度において保険金を支払った普通保険事
故は44,406件、支払保険金額は140億5,624万円
であり、前年比11.9％の減となった。
ｃ　漁具特約の引受及び事故
　漁船に属する漁具については、特約がある場
合のみ、その属する漁船とともに保険の目的と
し得ることとなっており、普通保険において
は、漁船とともに全損した場合に限りてん補す
ることとなっている。
　22年度において、漁具特約の引受件数は（特
殊保険を含む）は681件で、保険金額は57億
5,113万円であった。
　なお、保険金を支払ったものは１件48万円で
あった。

イ　特殊保険
　22年度の保険契約件数は301件で、保険金額は
400億8,490万円であり、その内訳は北部漁場295
件378億5,390万円、西部漁場１件１億7,700万円、
南部漁場５件20億5,400万円であった。
　なお、保険金を支払ったものはなかった。

イ　漁船船主責任保険
　この保険は、漁船の所有者又は使用者が、その所
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有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する
当該漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担し
なければならないものを負担し、又は当該漁船の運
航に伴って生じた損害につき自己の賠償責任に基づ
き賠償することによる損害をてん補するものである。
　22年度の保険契約隻数は、基本損害185,511隻、
乗客損害16,134隻、人命損害12,418隻で、保険金額
はそれぞれ48兆239億4,500万円、５兆6,967億2,000
万円、381億1,850万円であり、純保険料額はそれぞ
れ27億2,859万円、３億9,969万円、4,273万円であっ
た。
　なお、保険金を支払ったものは、基本損害1,633
件 21億5,411万円、乗客損害50件１億9,656万円、人
命損害９件1,205万円であった。
ウ　漁船乗組船主保険
　この保険は、漁船の所有者又は使用者であって、
その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用す
る当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運
航に伴って死亡及び障害の事故が生じた場合に一定
の金額を支払うものである。
　22年度の保険契約隻数は30,468隻で、保険金額は
505億5,550万円であり、純保険料額は4,726万円で
あった。
　なお、保険金を支払ったものは、29件3,426万円
であった。
エ　漁船積荷保険
　この保険は、漁船の所有者又は使用者がその所有
し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁
船に積載した漁獲物等に生じた損害をてん補するも
のである。
　22年度の保険契約隻数は617隻で、保険金額は545
億5,838万円であり、純保険料額は１億2,985万円で
あった。
　なお、保険金を支払ったものは、11件5,647万円
であった。
オ　任意保険
　この保険は、①漁船により漁獲され漁船以外の船
舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、
滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を
てん補する転載積荷保険と、②スポーツ又はレクリ
エーションの用に供する小型の船舶（プレジャー
ボート）の運航に伴いプレジャーボートの所有者等
が負担する賠償責任に基づく賠償等による損害をて
ん補するプレジャーボート責任保険の２種類がある。
　22年度の保険契約隻数は、転載積荷保険48隻、
プレジャーボート責任保険16,188隻で、保険金額は

それぞれ38億2,244万円、３兆9,481億6,700万円であ
り、純保険料額はそれぞれ316万円、１億2,891万円
であった。
　なお、保険金を支払ったものは、プレジャーボー
ト責任保険165件3,341万円であり、転載積荷保険の
支払いはなかった。
カ　漁船乗組員給与保険
　この保険は、漁船の乗組員が抑留された場合にお
ける給与を保障するため、漁船保険組合が保険事業
を行うものである。
　22年度の保険契約件数は193件で、その内訳は北
部漁場189件、西部漁場１件、南部漁場３件であっ
た。
　なお、保険金を支払ったものはなかった。

⑶　財政措置
　普通保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に
ついては、一定の条件の下に国庫が純保険料の一部
を負担することとなっている。22年度においては、
国庫負担額は56億1,204万円であった。
　また、漁船保険組合に対し、事業実施に必要な経
費について５億564万円の助成を行った。

２　漁業災害補償制度

⑴　概　　況
　漁業災害補償制度は、「漁業災害補償法」（昭和39年
法律第158号）に基づき、漁業協同組合等の協同組織
を基盤とする漁業共済団体（漁業共済組合及び同連合
会）が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業並びに政
府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互
救済の精神を基調として、その営む漁業につき異常の
事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんする
ために必要な給付を行い、中小漁業者の漁業再生産の
阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的と
するものである。
　近年の我が国水産業を取り巻く情勢は、周辺水域の
資源状況の悪化、漁業就業者の減少・高齢化など依然
として厳しく、漁業経営は困難な現状におかれてお
り、経営安定に漁業共済の果たす役割はますます重要
となっている。
　このような中で、22年度の加入状況は、加入件数
65,579件、共済金額4,198億9,622万円、純共済掛金
172億6,238円であった。この加入実績は、前年度実
績4,034億7,956万円に対し4.1％増（164億円増）とな
り、過去最高を記録した。この内訳は、漁獲共済が
前年度比0.1％減（2.7億円減）、養殖共済が前年度比
13.0％増（108億円増）、特定養殖共済が前年度比0.5％
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減（4.3億円減）、漁業施設共済は前年度比61.6％増
（63億円増）となっている。
　なお、20年度契約分に係る支払状況は、23年３月末
現在で支払件数10,496件、支払共済金147億8,701万円
であり、また、21年度契約分に係る支払状況は、23
年３月末現在で支払件数13,073件、支払共済金174億
4,985万円であった。

⑵　漁業共済事業
ア　漁獲共済
　この共済は、漁業者の共済責任期間中の操業に係
る漁獲金額が共済限度額（過去一定年間の漁獲金額
を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達しな
い場合の損失について共済金を支払う事業である。
　22年度の契約件数は、12,604件と前年度の12,997
件に比べ減少し、共済金額では、2,286億7,414万円
と前年度2,289億4,777万円に比べ0.1％の減少となっ
た。
　なお、20年度契約分に係る支払状況は、23年３月
末現在で支払件数6,710件、支払共済金98億2,248万
円であり、また、21年度契約分に係る支払状況は、
23年３月末現在で支払件数4,145件、支払共済金89
億6,490万円であった。
イ　養殖共済
　この共済は、養殖中の水産動植物が、台風や津
波、赤潮等の災害により死亡、流失した等の損害に
ついて共済金を支払う事業である。
　22年度の契約件数は、5,389件と前年度の5,318件
に比べ増加し、共済金額では、939億4,831万円と前
年度831億2,996万円に比べ13.0％の増加となった。
　なお、20年度契約分に係る支払状況は、23年３月
末現在で支払件数1,064件、支払共済金16億4,106万
円であり、また、21年度契約分に係る支払状況は、
23年３月末現在で支払件数1,117件、支払共済金26
億8,377万円であった。
ウ　特定養殖共済
　この共済は、特定養殖業の共済責任期間中の養殖
に係る生産金額が共済限度額（過去一定年間の生産
金額を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達
しない場合で、かつ、その生産数量が一定の数量に
達しなかった場合の損失について共済金を支払う事
業である。
　22年度の契約件数は、7,220件と前年度の7,159件
に比べ増加し、共済金額では、807億4,468万円と前
年度811億7,398万円に比べ0.5％の減少となった。
　なお、20年度契約分に係る支払状況は、23年３月
末現在で支払件数2,049件、支払共済金30億7,857万

円であり、また、21年度契約分に係る支払状況は、
23年３月末現在で支払件数2,377件、支払共済金52
億515万円であった。
エ　漁業施設共済
　この共済は、供用中の養殖施設又は漁具の流失、
損壊等の事故による損害について共済金を支払う事
業である。
　22年度の加入件数は、40,366件と前年度30,362件
に比べ増加し、共済金額では、165億2,909万円と前
年度102億2,785万円に比べ61.6％の増加となった。
　なお、20年度契約分に係る支払状況は、23年３月
末現在で支払件数673件、支払共済金２億4,490万円
であり、21年度契約分に係る支払状況は、23年３月
末現在で支払件数5,434件、支払共済金５億9,604万
円であった。

⑶　財政措置
　22年度においては、漁業共済の加入者に対する共済
掛金についての国庫補助額は74億9,765万円であった。
　また、漁業共済組合及び同連合会に対して、事業実
施に必要な経費について４億9,613万円の助成を行っ
た。

第８節　漁船漁業

１　底びき網漁業

　概要：沖合底びき網漁業は15t以上の動力漁船によ
り底びき網を使用し、おおむね北緯25度以北、東経
153度以西、東経128度30分（一部128度）以東の太平
洋、オホーツク海及び日本海で行う漁業である。操業
区域は46区分に細分化されており操業は資源保護上及
び漁業調整上の厳しい制限のもとに主に自県沖を中心
に行われている。
　許認可隻数：23年１月１日現在で372隻であった。
　船型：160tまで４階層に分かれるが、新40t未満階
層が132隻と最も多くなっている。
　漁法：かけまわし、トロール及び２そうびきであ
り、オッタトロールは北海道周辺及び宮城～千葉まで
の沖合で操業しており、２そうびきは岩手の一部、太
平洋南海区及び島根～福岡で操業している。北海道及
びその他の海域においては主としてかけまわしによる
操業が行われている。
　漁獲量：21年は36万１千tで前年に比べ約４万３千t
減少した。魚種別にはすけとうだら12万３千t、ほっ
け７万３千t、かれい類１万７千tとなっている。
　小型底びき網漁業は総トン数15t未満の動力漁船に
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より底びき網を使用して営む漁業であり、地先沿岸を
漁場とするものから沖合域を漁場とするものまで地域
により多様であって、沿岸漁業の中においては、釣、
延縄とともに代表的な地位を占めている。本漁業につ
いては、農林水産大臣の告示により、都道府県知事が
許可することができる隻数の最高限度を定めている。
また、海域によっては船舶の総トン数若しくは馬力数
の最高限度を定めることができることとなっているほ
か、漁具漁法についても漁獲効率が高い２そうびき漁
法、網口開口板等の使用を農林水産大臣が特に定め
る海域以外は禁止している。本漁業の22年４月現在の
許可総枠隻数は約２万２千隻である。21年の漁獲量は
45万３千tで前年に比べ約４千t減少した。漁獲物はひ
らめ、かれい類、えび類の中高級魚が多く、生鮮、そ
う菜物として利用されている。なお、漁獲量のうち31
万８千tは、北海道のほたてがいである。
　遠洋底びき網漁業の平成22年８月１日現在の許認可
隻数は37隻となっている。

⑴　ロシア水域
　地先沖合交渉の合意に基づき４隻が操業。１～４月
に北千島海域において抱卵スケトウダラを対象として
操業。
⑵　南極水域（CCAMLR）及びフォークランド水域
　現在、CCAMLRではナンキョクオキアミ１隻が操
業。フォークランド水域では１隻が、ホキ､ ミナミダ
ラ等を対象として操業。

⑶　ニュー・ジーランド
　形式用船方式により、１隻がミナミダラ、ホキ、イ
カ等を対象として操業。

⑷　北西大西洋水域（NAFO）
　カラスガレイ、アカウオ等を対象に１隻が操業して
いたが、平成21年以降、操業船を所有する経営体の経
営悪化により、操業を見合わせている。

⑸　天皇海山
　操業隻数は６隻（うち、２隻は専業）であり、キン
メダイ、クサカリツボダイを主対象として操業。

⑹　インド洋
　21年から22年にかけて、（独）水産総合研究セン
ター・開発調査センターが南西インド洋において行っ
た中層トロールによる新規漁場開発調査を受けて、22
年８月からキンメダイを主対象として１隻が商業漁業
を実施。

２　まき網漁業

　総トン数40t（北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎
灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心

点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直
線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの
部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯
台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南
の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総ト
ン数15t）以上の動力漁船によりまき網を使用して行
う大中型まき網漁業の23年１月１日現在の許認可隻数
は、205隻であった。
　また５t以上40t未満（北部太平洋海域においては
15t未満）の中型まき網漁業の大臣枠付隻数は、23年
１月現在で505隻となっている。21年におけるまき網
漁業の漁獲量は約122万t（うち大中型まき網漁業約80
万t）で、前年より約２万tの減であった。

３　かつお・まぐろ漁業

　総トン数10t以上の漁船によって営まれる本漁業
は、その漁船の規模により近海かつお・まぐろ漁
業（10t以上120t未満）及び遠洋かつお・まぐろ漁業
（120t以上）に分けられる。
　これらの許認可船の隻数は、平成22年８月１日現在
総数785隻となっている。
　主漁場は、公海及び外国のEEZであるが、資源の悪
化による地域漁業管理機関における漁獲枠削減や入漁
協定において沿岸国の入漁条件が厳しくなっているこ
となどにより漁業機会の確保が厳しくなってきている。

表15　かつお・まぐろ漁業

⑴　かつお・まぐろ漁業許認可隻数　　　　　　
（22年８月１日現在）

　遠洋かつお・まぐろ漁業    385隻 
　近海かつお・まぐろ漁業    399隻 
　　　　 合　　計    784隻 
⑵　かつお・まぐろ漁業の漁獲量　　　　　　　 

（22年、概数、かっこ内は前年）
　まぐろはえなわ漁業  132千t  （142千t）
　かつお一本釣り漁業  112千t  （101千t）
　　　　 合　　計  244千t  （247千t）

４　さけ・ます漁業

　23年度のさけ・ます漁業については、日ロ漁業合同
委員会第27回会議及び政府間協議の結果を受け、日本
200海里内において2,694tの漁獲限度量及びロシア200
海里内において5,556tの漁獲割当量となった。

⑴　中型さけ・ます流し網漁業
ア　太平洋海域
　太平洋中型さけ・ます流し網漁業は、平成４年
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度からの公海操業の停止を受け、ロシア200海里内
のみの操業となっている。23年度の漁獲割当量は
2,628tで、９隻が５月10日から７月30日まで操業
し、漁獲実績は2,373tであった。
イ　日本海海域
　日本200海里内においては、採算性の面から出漁
を見合わせた。

⑵　太平洋小型さけ・ます流し網漁業
　日本200海里内においては、漁獲限度量は2,694t
で、67隻が４月15日から７月７日まで操業し、漁
獲実績は2,179tであった。また、ロシア200海里内
においては、23年度の漁獲割当量は2,928tで、18隻
が５月５日から７月24日まで操業し、漁獲実績は
2,715tであった。

５　さんま漁業

　さんま漁業は大きく分けて、総トン数10t以上の漁
船により棒受網を使用してさんまを獲る指定漁業の北
太平洋さんま漁業と10t未満の漁船により棒受網や刺
網を使用する知事許可漁業がある。
　このうち北太平洋さんま漁業の操業期間は、さんま
の索餌のための北上する魚群及び産卵のための南下魚
群が形成される８月１日から12月31日までと限定され
ているため、さけ・ます流し網漁業等との兼業船も多
い。また、さんまの漁場は年毎に海流などによって変
わるが、大体、漁期初めの８月～９月は歯舞・色丹
沖、８月～ 10月に道東沖で操業し、10 ～ 11月頃三陸
沖に南下、11月～ 12月頃には房総半島沖まで南下し
て操業し、これに応じて主要水揚港も道東～三陸～房
総等と推移する。
　23年１月１日現在のさんま漁業の大臣許認可隻数は
184隻で、前年から５隻減少している。漁獲量につい
ては、20年の漁獲量は約35万t、21年の漁獲量は約31
万tとなっている。

６　ずわいがに漁業

　日本海及びオホーツク海のずわいがには、主として
沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業及びかご漁
業により漁獲されている。このうち、ずわいがにを漁
獲目的とする10t以上船（小型機船底びき網漁業及
び沖合底びき網漁業を除く。）については、特定大臣
許可漁業となっており、沖合底びき網漁業・小型機船
底びき網漁業も含めて、ずわいがにの漁獲時期、体長
制限等を省令で規制している。22年度の許可隻数は、
かご漁船16隻であった。21年のずわいがにの全国漁獲
量は約５千tで前年に比べ約６百t減少した。

７　いかつり漁業

　いか釣り漁業は大きく分けると船舶の総トン数によ
り、その制度的扱いを異にしている。総トン数30t以
上の動力漁船によりいか釣り漁業を営むものについて
は平成14年４月に「中型いかつり漁業」（我が国近海
が主漁場）と「大型いかつり漁業」（海外が主漁場）
を統合し、「いか釣り漁業」として指定漁業の業種に
追加し、平成19年８月の許可等の一斉更新に際し、操
業区域・規制ラインの見直し等を行った。
　また、 30t未満の漁船については、都道府県知事許
可等であるが、するめいかを目的とする５t以上30t未
満船は、平成10年から農林水産大臣の届出が必要と
なっている（小型するめいか釣り漁業）。
　我が国近海で操業するいかつり漁業（指定漁業）に
ついては、船団別に、日本海・太平洋を主漁場とし
て、５月頃から１月頃にかけてスルメイカを漁獲する
漁船、６月頃から10月頃に東シナ海でヤリイカを漁獲
する漁船、１月頃から３月頃に太平洋側のアカイカ
を漁獲する漁船、５月頃から７月頃に北太平洋（東経
170度以東）のアカイカを漁獲する漁船に大別できる。
　23年１月１日現在のいか釣り漁業の許認可隻数は
150隻（うち旧大型いかつり漁業が23隻、旧中型いか
つり漁業が127隻）であり、５t以上30t未満船の大臣
届出漁業の届出隻数は2,833隻である。

８　かじき等流し網漁業

　かじき等流し網漁業は大目流し網漁業とも呼ばれ、
かじき、かつお又はまぐろをとることを目的とした漁
業であり、中型さけ・ます漁業、さんま漁業等との兼
業がみられる。この漁業は三陸沖を中心に古くから行
われ、国際環境の変化により平成元年８月に届出漁業
とした。さらに、公海における操業は、平成４年12月
末をもって停止となり、現在では、房総半島沖から北
海道道東沖にかけた日本の排他的経済水域を主漁場と
して継続して操業が行われている。
　かじき等流し網漁業は、総トン数10t以上の漁船で
大臣届出制となっているが、一方で各道県毎に知事許
可又は海区委員会指示による承認が必要となって
いる。本漁業の21年の漁獲量は約５千２百tであった。

９　捕　鯨　業

⑴　商業捕鯨の中断
　昭和57年、国際捕鯨委員会（IWC）は第34回年次
会議において、1990年までに鯨類資源状態の見直し
（包括的評価）を行うとの条件付きで商業捕鯨の一時
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停止（モラトリアム）を決定した。これに対し我が国
は条約の規定に基づき異議申し立てを行ったが、米国
は日本が商業捕鯨を継続すれば、米国200海里内での
対日漁獲割当てを削減すると主張したため、やむを得
ざる措置としてモラトリアムを受け入れ、商業捕鯨は
1988年より一旦中断した。

⑵　包括的評価とモラトリアムの見直し
　従来から検討されていた鯨資源の改訂管理方式が
IWC科学委員会により、1992年に完成され、南極海
ミンククジラ鯨資源については、100年間の捕獲許容
水準が20万頭であることが算出された。しかし、1994
年、新たな監視取締制度制度（RMS）の完成が商業
捕鯨再開（モラトリアムの撤廃）の前提との決議案が
採択され、以降14年間に延べ45回のRMS関連会合が
開催されたが、反捕鯨国による遅延策等のためRMS
の完成は遅れ、さらに、反捕鯨国は、RMSの完成は
商業捕鯨モラトリアムの撤廃を意味しないとの主張を
始める等、モラトリアムの見直し先送りの立場を譲ら
なかった。2006年２月、ケンブリッジ（英国）におい
てRMS作業部会が開催されたが、上述のような反捕
鯨国による理不尽な対応により、RMSの完成が不可
能であることが確認され、作業部会での作業は当面延
期することが合意され、14年間の議論と交渉の結果、
RMSの完成に向けたプロセスは実質上停止すること
となった。その後、本件に関する具体的な交渉等は行
われていない。

⑶　鯨類捕獲調査
　我が国は商業捕鯨再開に向けて鯨類の資源状況等を
科学的に把握するため、南極海及び北西太平洋で鯨類
捕獲調査を実施している。
　南極海においては、1987年度から2004年度まで18年
間、クロミンククジラの生物学的情報収集を主目的と
した南極海鯨類捕獲調査（JARPA）を実施し、さら
に、2005年度からは、JARPAの調査結果を踏まえ、
科学的知見の更なる充実を図り、より適切なクジラ資
源の管理方式の構築を目指すことを主目的とした、
第２期南極海鯨類捕獲調査（JARPAⅡ）を実施して
いる。なお、JARPAⅡでは、ミンククジラ（850頭±
10%）、ナガスクジラ（50頭、当初2年間は10頭のみ）
及びザトウクジラ（50頭、IWC正常化プロセスの進
行中は捕獲を延期）を調査対象種としている。本調査
に対しては、調査の開始当初からグリーンピースや
シー・シェパードといった反捕鯨団体が不当かつ危険
な妨害活動を繰り返し行ってきている。
　北西太平洋においては、1994年度よりミンククジ
ラの系統群解明を目的とした北西太平洋鯨類捕獲調

査（JARPN）を開始し、さらに、2000年度からは、
JARPNの調査結果を踏まえ、増加している鯨類によ
る水産資源の大量捕食が漁業に与える影響を解明す
ることを主目的とした第２期北西太平洋鯨類捕獲調
査（JARPNⅡ）を実施している。なお、JARPNⅡで
は、ミンククジラ（220頭<沿岸調査120頭、沖合調査
100頭>）、イワシクジラ（100頭）、ニタリクジラ（50
頭）及びマッコウクジラ（10頭）を調査対象種として
いる。

⑷　沿岸小型捕鯨
　我が国の沿岸小型捕鯨は、従来ミンククジラを主対
象とした操業を行っていたが、モラトリアムを受け入
れたことに伴い、現在はIWC規制対象外の鯨種（ツ
チクジラ、ゴンドウクジラ等）のみを捕獲している。
この捕鯨形態は、米国、デンマーク等の国で行われて
いる先住民生存捕鯨（文化的、伝統的重要性からモラ
トリアム下であっても捕鯨が認められている）と同様
の文化的・社会経済的な性格を有していることから、
「沿岸小型捕鯨」として、我が国の捕鯨操業に対して
ミンククジラの捕獲枠を与えるようIWCに要求して
いるところである。

10　遊漁・海面利用

　国民の自然志向・健康志向などを背景として海の利
用のニーズが多様化する中で、従来からの釣り、潮干
狩りといった遊漁活動に加え、ヨット・モーターボー
ト、水上オートバイなどのプレジャーボートやスキュ
ーバダイビングなど、多様な海洋性レクリエーション
が進展している。
　このような状況の中、学識経験者、漁業者、遊漁
者、海洋性レクリエーション関係者等の代表で構成さ
れる海面利用協議会等が都道府県に設置され、調和が
とれた海面利用を図っている。
　遊漁船業については、各都道府県に登録した遊漁船
業者数は、平成22年３月31日時点において１万5,648
業者、登録された遊漁船の隻数は、１万8,312隻で
あった。
　また、遊漁船業者等に対し、安全運航、遊漁船利用
者の安全管理のための講習会の開催、安全対策及び適
正な漁場利用に関するルール・マナーの啓発を行うと
ともに、遊漁船利用者を含む遊漁者に対し、釣りの
ルール・マナーを指導する釣り指導員の活動支援及び
青少年に対する釣り教室開催支援による釣り人の水産
資源・漁場環境保全意識の啓発を行う遊漁船業安全対
策等推進事業を実施した。
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第９節	 我が国200海里内における
漁業取締り
⑴　外国漁船の取締り

　平成11年１月の新日韓漁業協定、平成12年６月の
新日中漁業協定の発効に伴い、ロシア漁船と合わせ
約1,400隻もの外国漁船が我が国の許可を受けて我が
国200海里内で操業を行うこととなった。水産庁では
これらの外国漁船による違反操業の未然防止のための
立入検査を実施するとともに、違反及び無許可外国漁
船の拿捕、密漁設置漁具の押収等の漁業取締りを実施
しており、特に外国漁船による違反が頻発している九
州・山陰周辺等の海域については、漁業取締船、漁業
取締航空機を重点的に配備している。
　これら漁業取締りにより拿捕した違反漁船に対して
は、司法処分が科されるとともに、行政処分として許
可の停止や取消しの処分を実施しており、平成22年に
おける拿捕件数は19隻（韓国漁船13隻、中国漁船１
隻、台湾漁船５隻）であった。
　また、平成22年における外国漁船による密漁漁具の
押収量は、刺網・延縄が約46㎞、篭漁具が2,615個に
達した。

⑵　沿岸・沖合等漁業の取締り
　水産庁における我が国の沿岸・沖合等漁業に関する
取締りは、主として指定漁業、特定大臣許可漁業等に
対して行っているが、併せて都道府県の知事許可の沿
岸漁業に対しても指導・取締りを行っている。
　また、検挙した違反漁船に対しては、司法処分が科
されるとともに停泊処分等の行政処分を実施してお
り、平成22年における検挙件数は24隻（日本海べにず
わいがに漁業６隻、小型さけ・ますはえ縄漁業１隻、
小型機船底びき網漁業13隻、その他４隻）であった。

⑶　漁業取締体制の強化
　水産庁では、漁業指導・取締りのため、漁業取締船
（官船６隻、用船32隻）、漁業取締航空機（チャーター
機４機）を配備して取締りを行っている。
　違法操業する外国漁船の中には、違反を発見されて
逃走する、追跡の妨害や体当たりをする等の悪質なも
のがおり、また、これら違反漁船による違法な漁獲や
漁具の残置等により我が国の水産資源や漁場環境の悪
化が懸念されている。
　このため、違反漁船に対する取締捜査能力の向上を
図るため、取締機器の更新や新型漁業取締船への移行
を計画的に実施し、実効性ある取締体制の構築を図る
こととしている。

第10節　国際漁業交渉

１	 海洋法条約の発効と国際連合における漁
業の議論

⑴　海洋法に関する国際連合条約
　二百海里漁業専管水域、さらには二百海里経済水域
の設定は1970年代末から実質的な適用が各国によって
始められていたが、「海洋法に関する国際連合条約」
（UNCLOS）が1994年11月16日に批准国数を満たして
発効したため、我が国は1996年７月20日に同条約を受
諾すると共に、国内法を整備することとなった。

⑵　公海漁業をめぐる動き
　実質的な二百海里体制に伴って、1980年代には国連
における漁業の議論は公海を中心とするものに移行し
た。1980年代末に南太平洋から始まった公海流し網漁
業規制の動きはその後加速し、1991年の国連総会で
は、公海大規模流し網漁業の停止を勧告する国連決議
が採択された。また、1992年には国連地球（環境）サ
ミットの結果を受けて設置された持続可能な開発委員
会（CSD）においては、公海における海洋保護区の設
置や小規模島嶼国の持続可能な開発に関する議論が行
われており、以降の公海漁業に関する議論に影響を及
ぼすこととなった。
　2000年代に入り、国連は、環境保護団体等の強力な
圧力を受けて、底びき網漁業等が公海深海底の生態系
に影響を与えているとし、06年の総会において、地域
漁業管理機関や関係国が脆弱生態系及び深海漁業資源
の適切な保存管理措置を講じることを求める決議を採
択した。この決議は既存の地域漁業管理機関に大きな
影響を与えたほか、底魚資源に関する地域漁業管理機
関が設置されていない南北太平洋、インド洋等におい
て、新たな地域漁業管理機関の設置が急務となった。
我が国は、特に北太平洋公海で中心的な役割を果た
し、23年３月に同海域の管理に関する新たな条約案が
最終化された。

⑶　FAO水産委員会等における議論
　漁業資源に関する義務と権利が海洋法条約によっ
て概ね確定したことを受けて、国連食糧農業機関
（FAO）は、途上国、沿岸国の漁業管理責任にも着目
し、1995年には「責任ある漁業のための行動規範」を
採択している。その後、はえ縄漁業による海鳥の混獲
管理やサメ類の保存管理等の国際行動計画、IUU漁業
対策に係る国際行動計画等を策定し、行動規範の履行
を推進している。これらの行動計画は、実施状況等に
ついて定期的にFAO水産委員会においてレビューさ
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れており、23年２月には、第29回水産委員会が開催さ
れた。

２　二国間交渉

⑴　日ロ漁業委員会第27回会議
　2011年の日ロ双方の漁船の相手国200海里水域にお
ける操業条件について協議する日ロ漁業委員会第27回
会議が、2010年11月22日から12月３日まで東京におい
て開催された。
（協議の経過）
　日ロ漁業委員会第27回会議は、日本側からは江口
洋一郎水産庁資源管理部長ほかが、ロシア側からは
フォーミン連邦漁業庁副長官ほかが出席した。協議の
中でロシア側は、日本漁船への割当の消化率が低いこ
と、ロシア極東水域における資源状態の悪化及び日本
側の許可申請の件数は許可隻数枠に達していないこと
から日本漁船の許可隻数の削減等の主張を行ってきた。
　このようなロシア側の主張に対し、日本側は国内漁
業者の現状を説明し、双方の妥結点を見いだすことを
目指した。特に相互性に基づく操業については、昨年
同様、日本側から機材供与等の協力を行う意向を表明
し、協議を重ねた結果、次のとおりの内容で合意に
至った。
（合意の内容）
ア　ロシア水域における日本漁船の操業条件
ア　相互性入漁
ａ　漁獲割当量は51,355t（前年は51,945t）。
ｂ　日本側（民間団体）からロシア側に対し専門
家の研修及び機材の供与を含む協力事業を実施。

イ　有償操業
ａ　漁獲割当量は5,098t（前年は5,064t）。
ｂ　日本側（民間団体）はロシア側に２億1,148
万円を支払う。

ウ　共通事項
　許可隻数枠は相互性、有償併せて591隻。

イ　日本水域におけるロシア漁船の操業条件
ア　漁獲割当量は51,355t（前年51,945t）。
イ　許可隻数枠は101隻（前年101隻）。

⑵　日ロ漁業合同委員会第27回会議
　日ロ漁業合同委員会第27回会議が2011年３月30日か
ら４月１日までの間、モスクワにおいて開催された。
　本委員会においては、当面する漁期におけるロシア
を母川国とする溯河性魚類（さけ・ます）の日本によ
る漁獲の条件が決定されるとともに、北西太平洋の公
海における生物資源の保存及び管理の問題、日ロ両国
の団体及び企業の間の漁業分野における協力関係等に

つき広く意見交換が行われた。
（協議の概要）
　日ロ漁業合同委員会第27回会議は、日本側からは宮
川学在ロシア連邦日本国大使館公使ほかが、ロシア側
からはフォーミンロシア連邦漁業庁副長官ほかが出席
した。
　会議は直前に発生した東日本大震災の影響から会議
期間及び交渉団の規模を従来より大幅に縮小のうえ、
日本漁船による我が国200海里内でのロシア系さけ・
ますの漁獲に関して、日本側より震災により被災した
漁船を除き、１隻あたりの操業条件を前年並みとする
内容で要望したところ、ロシア側も日本側の事情に配
慮を示し、最終的に次のとおりの内容で短期間のうち
に妥結した。
◯2011年に日本漁船が 日本200海里内で漁獲するロ
シア系さけ・ますの上限量を2,694tとする（前年
3,055t）。
◯日本200海里内を回遊するロシア系さけ・ますの保
存への協力の一環として、日本側（民間団体）はロ
シア側に対して3.39億円を下限とし、3.91億円を上
限とする額に相当する機械及び設備をさけ・ます再
生産のためロシア側に供与する。協力費の額は漁
獲実績に応じて決定される（前年3.85億円～ 4.43億
円，支払い方法前年同。）。
　このほかの議題として、漁業の分野における両国の
民間ベースでの協力については当該協力を今後とも互
恵的な形で発展させていくことで一致し、2011年の漁
業の分野における両国政府間の科学技術協力計画が採
択される等、幅広い議論が行われた。
⑶　ロシア連邦の200海里水域における日本国の漁船

によるロシア系さけ・ますの2011年における漁
獲に関する日ロ政府間協議

　本協議は2011年３月30日から４月１日までモスクワ
において、また４月18日から４月22日までモスクワに
おいて開催された。
　本協議においては、我が国漁船によるロシア連邦の
200海里水域におけるロシア系さけ・ますの漁獲の条
件が決定された。
（協議の概要）
　日本側からは宮川学在ロシア連邦日本国大使館公使
ほかが、ロシア側からはフォーミン連邦漁業庁副長官
ほかが出席した。
　本協議では、漁獲割当量及び入漁料に関して、日露
双方の意見が一致するまでに時間を要したが、東日本
大震災による日本側の影響にロシア側も配慮を示し、
震災により被災した漁船を除き、１隻あたりの操業条
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件を前年並みとする日本側提案に基づき議論を重ね、
最終的に次のとおりの内容で妥結した。
（合意の内容）
　漁獲割当量5,556t（前年は8,447t）
　操業隻数は27隻（前年36隻）。

⑷　日韓漁業協定
　平成10年９月25日、日本海及び済州島南部水域での
暫定水域の設定、すけとうだら、ずわいがに、その他
の漁獲量の取扱い等に関して基本合意に達し、11月28
日に鹿児島で署名が、12月11日に我が国国会で、翌年
１月６日に韓国の国会で協定が承認された。
　他方、基本合意後において双方の排他的経済水域に
おける操業条件、漁獲割当量や暫定水域での資源管理
等について協議が続けられたものの、特に韓国のズワ
イガニを目的とする底刺し網漁業、かご漁業の扱い
を巡って韓国側と日本側との意見が対立した。このた
め1999年（平成11年）１月22日、協定は発効したもの
の、双方の排他的経済水域での相手国漁船の操業は行
えない状況となったが、２月５日、日韓双方の相手国
水域での操業条件についての合意が得られ、２月22日
から相手国水域での相互操業が行われた。
　その後、年毎に自国排他的経済水域に入漁する相手
国漁船の操業条件について協議が行われ、2011年漁期
（３月１日から１年間）の操業条件については、双方
とも削減を行い、入漁隻数は870隻、総漁獲割当量は
60,000tと日韓等量等隻であり、対前年比では、入漁
隻数30隻減、総漁獲割当量前年同となった。
　なお、入漁隻数及び総漁獲割当量を決めるほかに、
2005年から魚種別・漁業種類別漁獲割当も実施してい
る。
　また、海洋生物資源専門家小委員会の設置要領に基
づき、2011年11月に東京にて同小委員会の第８回定期
会合が開催された。
　なお、暫定水域の資源管理等については、協定発効
当初から、協定に基づく勧告に向けた協議を行うよう
提案し続けているが、韓国側は竹島問題を理由に、協
議に一切応じられないとの姿勢を終始崩さず、日本側
は改めて右協議の開催を求めた。また、このような状
況を踏まえ、暫定水域で操業する漁業者同士による民
間協議に対し、両国政府が積極的に支援指導及び助言
することについて意見の一致をみた。

⑸　日中漁業協定
　日中間においては、国連海洋法条約の趣旨に則した
新たな協定を、2000年２月に北京で開催された大臣級
協議により、2000年６月１日に発効することで意見の
一致を見た。それに伴い、2000年４月から相手国入漁

のための操業条件等の決定のために３回の部長・副局
長協議を開催し、2000年５月18日に2000年漁期の操業
条件について合意し、2000年６月１日に新協定が発効
した。
　日中漁業協定に基づき、日中漁業共同委員会におい
て、排他的経済水域に入漁する相手国漁船の操業条件
について両国へ勧告されているほか、暫定措置水域に
おける資源管理措置、日中海洋生物資源専門家小委員
会の設置が決定されている。
　2011年漁期の相手国入漁のための操業条件について
は、日中双方の事情により、外交ルートを通じ協議を
行い、その結果、共同委員会は、日中両国とも総漁獲
割当量及び総許可隻数をそれぞれ10,272t及び366隻に
削減することとし、これを内容とする勧告を日中両国
政府に対し行った。

⑹　日米漁業協議
　米国200海里内において、我が国漁業の枠組みと
なっていた日米漁業協定については、1991年末に期限
が満了し、同水域における対日漁獲割当量、洋上買魚
ともゼロとなったことから、延長を行わなかった。
　しかしながら、水産分野における日米の意見交換は
重要であるとして、同協定の失効後、種々の漁業問題
を討議するために定期的な実務者漁業協議の場として
日米漁業委員会が設立され、1992年１月東京において
第1回協議が行われ、その後、同委員会は毎年１回開
催されてきたが、2000年８月、米国は、我が国が北西
太平洋における調査捕鯨を拡大したこと（対象にニタ
リ鯨、マッコウ鯨を追加）に強い懸念を示して同年９
月に予定されていた日米漁業協議委員会の開催の取り
やめを通知したことから、これ以降、同委員会の開催
が中断された。
　しかしながら、近年の漁業問題の深刻化により、双
方の合意で、2003年の第８回協議から再開され、第９
回協議は2004年１月に東京で行われた。

⑺　日加漁業協議
　トロール漁業については1999年以降、まぐろ延縄漁
業については2000年以降、カナダ水域への入漁は認め
られていない。
　2001年以降については、協議開催前にカナダ側より
トロール漁業及びまぐろ延縄漁業についての我が国の
入漁を認めない旨の通知があり、協議は行われていな
い。

⑻　日・ニュージーランド漁業交渉
　1978年９月に発効した日・NZ漁業協定に基づき、
毎年、我が国漁船のNZ水域における操業条件が決定
されてきていた。96/97漁期より、我が方と先方の入
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漁条件が折り合わず、我が国漁船の操業が行われなく
なったことから，NZ側は協定を不必要とし、97年９
月をもって協定は失効した。

⑼　日・パプアニューギニア漁業交渉
　1978年に締結された日・パプアニューギニア漁業協
定により、我が国まぐろ延縄・かつお一本釣り・まき
網漁船が入漁していたが、86年12月、パプアニューギ
ニア側が従来の入漁料より２倍以上の値上げを要求。
このため交渉は決裂し、協定は87年３月をもって失効
した。2006年４月に本格的な入漁交渉を再開し、同年
５月１日から、まき網漁船の入漁が認められ、現在に
至るまで安定的な入漁関係が維持されている。2012年
1月より、従来の漁獲量を基礎に入漁料を支払う方式
から、操業に必要な隻日数を入漁料として購入する方
式に変更された。

⑽　日・キリバス漁業交渉
　1978年６月に発効した日・ギルバート諸島政府間漁
業協定（キリバスの独立は79年７月12日）に基づき、
まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とする入漁協定が78
年７月に発効した。入漁協定は操業条件をめぐり４度
にわたる決裂中断があった（81年７月–10月，82年11
月–83年８月，93年８月–９月，97年６月–９月）。その
後は安定的な入漁関係が維持されている。入漁料は漁
獲金額の一定割合とされ、延縄は年間許可と6ヶ月許
可方式が、釣りは航海毎許可方式が採られている。ま
た、まき網漁船については、入漁協定が93年９月に発
効し、現在まで安定的な入漁関係が維持されている。
2011年12月より、従来の漁獲金額を基礎に入漁料を支
払う方式から、操業に必要な隻日数を入漁料として購
入する方式に変更された。

⑾　日・ソロモン漁業交渉
　1978年９月に発効した日・ソロモン諸島政府間漁業
協定に基づき、まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とす
る入漁協定が78年10月に発効した。入漁協定は操業条
件をめぐり２度にわたる決裂中断があった（82年10月
–83年１月，99年１月–00年９月）。その後は安定的な
入漁関係が維持されている。入漁料は漁獲金額の一定
割合とされ、年間許可方式が採られている。また、ま
き網漁船については、入漁協定が00年10月に発効し、
現在まで安定的な入漁関係が維持されている。2012年
1月より、従来の漁獲金額を基礎に入漁料を支払う方
式から、操業に必要な隻日数を入漁料として購入する
方式に変更された。

⑿　日・オーストラリア漁業交渉
　1979年11月に発効した日・豪漁業協定に基づき、毎
年「日本国のまぐろ延縄漁業に関する日本国政府と

オーストラリア政府の間の補足協定」が締結され、こ
れに基づく入漁が行われていた。しかしながら、豪州
側は「みなみまぐろ保存委員会」で国別割当が決定で
きない場合、日豪漁業協議を行わないという立場をと
り、97年度のみなみまぐろ保存委員会で資源評価をめ
ぐる意見の対立から国別割当が決定できなかったた
め、我が方がみなみまぐろ保存委員会と日豪漁業協定
とは本来リンクされるべきではないとの主張したにも
かかわらず、97年度以降日豪漁業協議は行われていな
い。その結果、現在豪州水域への入漁は行われていな
い。

⒀　日・フランス漁業交渉
　1979年７月に発効した日・フランス漁業取極に基づ
き、我が国まぐろ漁船がフランスの海外領土水域へ入
漁してきたが、2001年２月をもって入漁は途絶えてい
る。この原因は、入漁料の支払方法が一括前払い方式
となっていること、さらに現在フランスの海外領土の
うち唯一入漁の対象としているニューカレドニア水域
には広大な操業禁止水域が設定されているため、我が
国業界の関心が薄いことにある。

⒁　日・インドネシア漁業交渉
　インドネシアは、1980年３月群島基線の外側200海
里の経済水域を設定し、81年以降国内法整備ができる
までの暫定措置として、我が国のかつお一本釣り及び
まぐろはえなわ82隻に限り許可発給を行っていた。83
年10月に同国は、200海里経済水域法を制定し、以降
３回にわたり我が国と漁業交渉を行ったが，入漁料等
の操業条件が折り合わず、84年以降同国水域から我が
国漁船は撤退している。

⒂　日・ミクロネシア連邦漁業交渉
　1979年４月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を
対象とする入漁協定が発効した。入漁協定は操業条件
をめぐり２度にわたる決裂中断があった（82年１月–
４月，83年８月–84年２月）。その後は安定的な入漁関
係が維持されている。はえ縄は、年間、６ヶ月、３ヶ
月の許可方式が採られており、釣り・まき網は年間許
可方式が採られている。延縄の入漁料は一定額を支払
う方式が、釣りは漁獲金額の一定割合を支払う方式が
採られている。まき網の入漁料は、2012年１月より、
従来の漁獲金額を基礎に入漁料を支払う方式から、操
業に必要な隻日数を入漁料として購入する方式に変更
された。

⒃　日・マーシャル諸島漁業交渉
　1979年７月、まぐろ延縄、かつお一本釣りを対象と
する入漁協定が発効し、その後先方政府からの希望に
より、日・マーシャル政府間漁業協定が81年４月に発
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効した。入漁協定はこれまでに中断したことはなく、
安定的な入漁関係が維持されている。入漁料は漁獲金
額の一定割合とされ、航海毎に支払う方式が採られて
いる。また、まき網漁船については、93年９月に入漁
協定が発効し、現在まで安定的な入漁関係が維持され
ている（現行の協定は99年９月に発効）。まき網の入
漁料も、漁獲金額の一定割合となっている。

⒄　日・パラオ漁業交渉
　1979年１月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を
対象とする入漁協定が発効した。入漁協定は操業条件
をめぐり５度にわたる入漁の中断があった（81年７月
–11月，82年10月–83年12月，86年７月，91年８月–９
月，00年２月–９月）。その後は安定的な入漁関係が維
持されている。延縄・釣りの入漁料は漁獲金額の一定
割合とされ、延縄は年間、6ヶ月、航海毎の許可方式
が、釣りは年間、航海毎の許可方式が採られている。
まき網の入漁料は2012年2月より、従来の漁獲金額を
基礎に入漁料を支払う方式から、操業に必要な隻日数
を入漁料として購入する方式に変更された。

⒅　日・ツバル漁業交渉
　1986年６月に発効した日・ツバル政府間漁業協定に
基づき、まぐろ延縄・かつお一本釣を対象とする入漁
協定が86年６月に発効した。入漁協定は操業条件をめ
ぐり２度にわたる決裂中断があった（88年６月–90年
５月，91年６月–94年２月）。その後は安定的な入漁関
係が維持されている。入漁料は航海毎に一定額を支払
う方式が採られている。また、まき網漁船について
は、入漁協定が98年３月に発効し、現在まで安定的な
入漁関係が維持されている。まき網の入漁料は、漁獲
金額の一定割合となっている。

⒆　日・ナウル漁業交渉
　1994年７月にまぐろ延縄,かつお一本釣、まき網を
対象とする入漁協定が発効し、現在まで安定した入漁
関係が維持されている。入漁料は漁獲金額の一定割合
とされ、延縄・釣りは航海毎許可方式が、まき網は年
間許可方式が採られている。

⒇　日・フィジー漁業交渉
　1998年７月にまぐろ延縄、かつお一本釣、まき網を
対象とする入漁協定が発効し、現在まで安定した入漁
関係が維持されている。入漁料は、航海毎に一定額を
支払う方式が採られている。

　日・モロッコ漁業交渉
　2011年１月にラバトにおいて漁業交渉が開催され
た。その結果、許可期間を１月１日～９月10日（前
期）、９月11日～ 12月31日（後期）とし、操業条件は
①許可隻数枠15隻（通年）、②入漁料2,000米ドル／隻

／年、③ライセンス料49,500ディルハム／隻／年（約
48万円）、④科学オブザーバー乗船については、前期
は最大４人、後期は最大２人とし、経費については、
２隻以下の場合6,000ドル／年、３隻以上の場合10,000
ドル／年、⑤モロッコ人漁船員の雇用は運用により努
力目標とする。

　日・ペルー非公式漁業協議
　いか釣り漁業者のペルー入漁に関し、2010年６月に
リマにおいて非公式漁業交渉が開催された。2010年７
月から2011年６月まで入漁料65ドル／（漁船トン数）
／月、転載量15ドル／（漁獲物トン数）の条件で操業
が行われている。

３　多国間交渉

⑴　国際捕鯨委員会（IWC）
　第62回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合本会議が、
2010年６月21日から６月25日までアガディール（モ
ロッコ）において開催された。
　主要論点についての概要は以下のとおり。
ア　加盟国の状況
　昨年の年次会合以降、ガーナ、ブルガリア、ドミ
ニカ共和国が加盟し、本年の年次会合における加盟
国は88 ヶ国となった。
イ　IWCの将来
○　会合初日の議題採択後に会合を一時休会し、２
日間にわたり小グループによる個別協議を実施し
た。
○　しかしながら、メンバー国間の基本的な立場に
隔たりがあり、IWCの将来に関するコンセンサ
ス決定に至らなかった。このため、2011年の次回
会合まで、熟考期間を設けることとなった。
○　我が国からは、科学に基づく議論を尊重すべき
旨強調しつつ、全ての関係国が議長・副議長提案
のアプローチにしたがってコンセンサス決定の実
現に向け努力することを要請した。他方、豪州、
ラテンアメリカ諸国等は、事実上、同提案をベー
スに議論することを拒否した。 

ウ　海上の安全
○　我が国より、シーシェパード（SS）による我
が国の鯨類捕獲調査船に対する妨害行為につい
て、ビデオ等による状況説明を示しつつ、関係国
が危険防止のための実効的な措置を講じるよう要
請した。
○　豪州、ニュージーランド、インド等がSSの妨
害活動に対し非難を表明した。 

エ　先住民生存捕鯨
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○　デンマークが、従来から要求していたザトウク
ジラの新規の捕獲枠を提案した。また、突如、米
国がデンマークと共同提案の形で、デンマーク、
米国、ロシア及びセントビンセントに対する捕獲
枠について、2011年から2017年までの７年間の捕
獲枠を提案してきた。
○　デンマーク提案は、若干の捕獲数削減を条件に
EUが受入を表明した。豪州、モナコ、ラテンア
メリカ諸国は反対したが、最終的に合意を妨げる
ことなく、採択された。
○　米国の共同提案は、議長・副議長提案の修正案
という性質のため、各国から手続的な懸念が表明
され、米国側は説明のみ行い、提案を撤回した。

オ　次回年次会合の場所及び日程
　第63回IWC年次会合は、開催を希望する国が、
2010年９月までに事務局へ意思表示することとな
り、希望国が無い場合、事務局が開催することと
なった。
カ　バイ会談
○　舟山政務官は、ニュージーランド、ロシア、
モロッコ、セントキッツネービス、米国、ノル
ウェー、アイスランド、豪州、韓国の代表と会合
し、我が方の考えを申し入れた。
⑵　北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

　北太平洋におけるサケ・マス資源の保存を目的とし
た同公海海域におけるサケ・マス漁業の禁止を主たる
内容とした「北太平洋における溯河性魚類の系群の保
存のための条約」は、1993年（平成５年）２月16日に
発効したが、本条約に基づき「北太平洋溯河性魚類委
員会（NPAFC）」の年次会議が93年以降毎年開催さ
れ、締約国間の取締り協力、サケ・マス資源に関する
科学的知見等について協議が行われている。
　2010年については、第18回年次会議が釜山（韓国）
において11月１日から11月５日に開催され、条約加盟
国である日本、米国、カナダ、ロシア、韓国（2003年
加盟）の５か国の他，オブザーバーとしてPICES（北
太平洋海洋科学機関）、台湾等が出席した。
　主な討議内容としては、取締活動については、各国
から2010年漁期のNPAFC条約水域（北太平洋公海）
におけるさけ・ます違法操業の取締りについての報告
が行われ、加盟国漁船によるさけ・ますを対象とした
違反操業の現認はなかったものの、潜在的に多くの違
法漁船が条約水域に存在していることが報告されたこ
とから、加盟国間でのより一層の連携を図り、条約水
域における違法操業の防止に取り組むことが合意され
た。

　また、さけ・ます資源に関する科学調査について
は、太平洋におけるさけ・ますの資源量が引き続き高
い水準にあることが報告されたほか、今後の調査の方
向性について議論が行われた。
　次回の第19回会議は、2011年の10月にナナイモ（カ
ナダ）において開催されることが決定された。

⑶　北西大西洋漁業機関（NAFO）
　2010年９月にハリファクス（カナダ）において、第
32回年次会合が開催された。
ア　主な魚種別の保存管理措置
　２＋３KLMO区カラスガレイについて2011年は、
TAC17,500t（日本の漁獲枠1,305t）とすることが合
意された。
イ　海山の閉鎖
　脆弱な海洋生態系の保存のため、2007年以降実施
されていた６つの海山の閉鎖措置が４年間の時限措
置で延長されることとなった。

⑷　全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
　2010年９月に、アンティグア（グアテマラ）にて第
81回本会合が開催された。東部太平洋におけるメバ
チ・キハダの保存管理措置に関して議論を行い、2011
年以降の保存管理措置として、以下のとおり合意され
た。ただし、2012年以降の措置については、2011年の
年次会合で、最新の資源評価結果を考慮した上で再度
合意される必要がある。
ア　まき網漁業
ⅰ）62日間の全面禁漁。
ⅱ） 沖合特定区での１ヶ月間の禁漁。

イ　はえ縄漁業
　2007年の各国のメバチ漁獲枠から、５％の削減。
⑸　大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）

　2010年11月にパリ（フランス）において、大西洋ま
ぐろ類保存国際委員会第17回特別会合（年次会合）が
開催された。
ア　大西洋クロマグロ資源の保存管理措置
　東大西洋クロマグロについて、①2010年の
TAC13,500tから、2011年は12,900tに削減（約４％
減）、②保存管理措置の各国の遵守確保の強化のた
め、来年のクロマグロの漁期前に開催される遵守会
合において、各国の遵守計画をレビューし、監視取
締措置が不十分と判断された場合、操業を認めない
こととした。
　西大西洋クロマグロについて、①2010年のTAC 
1,800tから、2011年は1,750tに削減（約３％減）、②
科学委員会が資源崩壊の危機（資源の回復が困難な
状況）を認めた場合、2011年は漁業を全面停止（東
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大西洋クロマグロは同様の措置を昨年規定）。
イ　メバチについては微減、メカジキ等については、
従前の水準の漁獲枠を確保した。
⑹　南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）

　2010年10月25日から11月５日までホバート（豪州）
にて第29回年次会合が開催され、メロ及びオキアミの
保存管理措置等について議論が行われた。
　メロについては、資源悪化の懸念を受け、我が国漁
船の操業海区を含む一部の海区において漁獲可能量が
削減されたものの、引き続き我が国漁船１隻の操業が
認められた。
　オキアミについては我が国漁船１隻が操業を行う予
定である旨を通知した。

⑺　みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）
　2010年10月に台北（台湾）で開催された第17回拡大
委員会年次会合では、ミナミマグロの管理手続き（漁
獲可能量の決定方式等）について、2011年に特別会合
を開催し、引き続き議論することとなった。また、各
メンバーがCCSBTの各保存管理措置の遵守を強化す
ることが合意され、具体策を2011年に決定することと
なった。
⑻　中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）

　2010年12月に、ホノルル（米国）において第７回年
次会合が開催された。
ア　太平洋クロマグロの保存管理措置
　太平洋クロマグロについて、2011年及び2012年
は、太平洋クロマグロを漁獲する努力量を2002年～
2004年水準より低く保つ。韓国を除き、未成魚（０
～３歳）の漁獲量を2002年～ 2004年水準よりも減
らす等の措置が採択された。
イ　メバチ・キハダの保存管理措置
　現在の保存管理措置（メバチ漁獲を2009 ～ 2011
年の３年間で30％削減）の実施状況、追加的措置に
ついて議論を行った。現在の保存管理措置は2011年
の年次会合で全面見直しが行われる。

⑼　ベーリング公海漁業問題
　「中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保
存及び管理に関する条約」（ベーリング公海漁業条
約）に基づく第15回年次会議及び科学技術委員会につ
いては2010年８月６日から９月22日までの間、米国が
ホスト国となり、電子メールを活用したバーチャル形
式で開催された。年次会議には加盟６か国のうち５
か国（日本、韓国、ポーランド（EU）、ロシア及び米
国）が出席した（中国は欠席）。
（協議の概要）
　今回の年次会議においても、ベーリング公海におけ

るスケトウダラ資源の回復を示す情報は得られず、
1993年からのモラトリアム（操業の一時停止）は2011
年も継続されることとなった。
　また、我が国はこれまでの年次会議で主張して
きたのと同様に、今会議においても漁獲可能水準
（AHL：条約水域におけるスケトウダラの漁獲可能
量。年次会議の科学技術委員会によるスケトウダラの
資源評価に基づき、原則として条約加盟国の意見の一
致をもって設定される。）を設定し、漁業再開に向け
た作業を進めるべきと主張したが、米国及びロシアか
らの支持を得られず、AHLは設定されなかった。
　次回年次会議については、我が国がホストとなり、
引き続きバーチャル形式での会合を開催することと
なった。 
⑽　ストラドリング・ストック（SS）及び高度回遊

性魚種（HMS）に関する国連協定
　1992年６月リオ・デ・ジャネイロで開催された「国
連環境開発会議（UNCED）」においてストラドリン
グ・ストック及び高度回遊性魚種資源の保存・管理に
ついての沿岸国の優先的権利の主張がなされた。それ
に対し、我が国、EC、米国等「国連海洋法条約」の
規定を逸脱しているとの反論により、結局、国連主催
の政府間協議で検討されることとなり、ニューヨーク
の国連本部において1993年４月に第１回会合が開催さ
れ、1995年８月、第６回会合でコンセンサスにより協
定が採択された。
　本協定の目的は、国連海洋法条約を効果的に実施
し、ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源
の保存と合理的利用を確保することである。保存管理
措置については、EEZ内外での一貫性の確保、地域漁
業機関への協力義務、地域漁業機関が定めた措置への
当該機関非加盟国の遵守義務等が規定されており、取
締りについては、転載の規制、旗国以外の検査官によ
り乗船・検査制度の導入等が規定されている。本協定
は、30 ヶ国が批准したことから、2001年12月11日に
発行し、我が国は1996年11月に署名を行い、2006年８
月に批准した。

⑾　インド洋まぐろ類委員会（IOTC）
　2010年３月に釜山（韓国）にてIOTC第14回年次会
合が開催された。
ア　保存管理措置の実施を確実なものとするため、遵
守委員会を年次会合とは別に２日間開催し、国別の
遵守状況をレビューし、必要に応じて是正を勧告し
ていくことになった。
イ　海賊問題で操業が困難となっているソマリア沖海
域において、まき網は11月１日から12月１日、はえ



― 317 ―第12章　水　産　庁

水
　
産
　
庁

縄は２月１日から３月１日まで禁漁することとなっ
た。
ウ　インド洋の港湾において、FAO寄港国措置協定
に準じて、寄港漁船の検査等を行うこととなった。
エ　資源状態のよくないオナガザメ類３種について
は、漁獲または混獲された場合であっても所持禁止
とすることとなった。

⑿　南東大西洋漁業機関（SEAFO）
　2010年１月に６番目の締約国として日本が加盟。
2010年10月にウイントフック（ナミビア）で第７回年
次会合が開催された。
　2010年のTACは200tであったメロについて、2011
年及び2012年はそれぞれ230tとすることになった。ま
た、マルズワイガニについては、現行措置と同じ400t
となった。
　脆弱な海洋生態系保護のための操業禁止区域の見直
しの結果、新たな区域が設定された一方で過去日本の
主漁場であった一部区域が解除された。

４　国際漁業再編対策事業

⑴　事業の趣旨
　我が国の国際漁業をめぐる情勢が一段と厳しさを増
している中で、現在の国際社会における我が国の立場
を考えた場合、資源状態等に関する科学的根拠や漁獲
実績をもとにした外交交渉によっても、我が国の国際
漁業の存続を確保することが必ずしも可能な状況には
なく、漁業種類によっては縮減せざるを得ない場合が
ある。
　この場合に重要なことは、漁業者のみならず、関係
事業者及び従事者に影響の大きい国際漁業の再編整備
をできる限り混乱なく進めることである。
　このため、平成元年12月22日の閣議了解により、国
際漁業の再編整備について、国際的な情勢を基礎とし
て計画的に実施するとともに、これに伴う所要の対策
を総合的に講ずる仕組みを設けることとした。
　本事業は、この一環として、将来の国際漁業に関す
る的確な見通しの下に国際漁業の再編整備を計画的に
行うため、交付金の交付等の措置を実施するものであ
る。

⑵　事業の概要
ア　減船漁業者救済対策事業
　実施計画に従って減船を行った者に対し、減船漁
業者救済費交付金の交付を行う。
イ　不要漁船処理対策事業
　実施計画に従った減船に伴って発生する不要漁船
をスクラップ処分等にした場合に、不用漁船処理費

交付金の交付を行う。
ウ　国際漁業再編対策推進事業
　国際漁業再編対策を円滑に推進するため、国際漁
業の情勢の把握や交付金の交付等のための推進体制
の整備を行う。

⑶　事業の実績
　これまで元年度に北洋はえなわ・さし網漁業及び東
部ベーリングつぶ漁業、２～４年度に北洋さけ・ます
漁業、３～５年度に北方底びき網漁業、４～６年度に
公海流し網漁業、10年度に遠洋まぐろはえなわ漁業、
13年度にたら等はえ縄漁業、18年度に日本海べにずわ
いがに漁業、20年度に遠洋まぐろはえ縄漁業及び近海
まぐろはえ縄漁業について本事業を実施した。

第11節　漁船対策

１　漁船の勢力と建造状況

　我が国の漁船勢力の実態を把握するため、毎年12月
31日現在の漁船統計表を作成している。この統計は各
都道府県における漁船の登録隻数と、漁船登録を必要
としない総トン数１t未満の無動力漁船数を集計した
もので、平成21年12月31日現在については、表16の
とおりである。
　また、漁船法（昭和25年法律第178号）第４条第１
項の規定に基づく平成22年度の農林水産大臣の漁船建
造許可件数は表17のとおりである。
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表16　平成21年漁船統計表

船質

総計 動力漁船 無動力漁船船型
Size

漁業種類 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
Type of Fishery ＮＯ． Ｇ．Ｔ． ＮＯ． Ｇ．Ｔ． ＮＯ． Ｇ．Ｔ．

Ｓ 3,663 398,113.16 3,663 398,113.16 0 0.00
Ｗ 11,190 13,885.49 8,056 12,307.72 3,134 1,577.77
Ｆ 284,005 716,035.19 278,179 709,684.11 5,826 6,351.08
Ｔ 298,858 1,128,033.84 289,898 1,120,104.99 8,960 7,928.85
Ｓ 27 47.48 27 47.48 0 0.00
Ｗ 3,458 1,232.06 1,326 577.93 2,132 654.13
Ｆ 8,735 8,019.99 6,803 7,352.16 1,932 667.83
Ｔ 12,220 9,299.53 8,156 7,977.57 4,064 1,321.96
Ｓ 3,636 398,065.68 3,636 398,065.68 0 0.00
Ｗ 7,732 12,653.43 6,730 11,729.79 1,002 923.64
Ｆ 275,270 708,015.20 271,376 702,331.95 3,894 5,683.25
Ｔ 286,638 1,118,734.31 281,742 1,112,127.42 4,896 6,606.89
Ｓ 9 18.20 9 18.20 0 0.00
Ｗ 40 20.43 40 20.43 0 0.00
Ｆ 521 443.52 471 426.58 50 16.94
Ｔ 570 482.15 520 465.21 50 16.94
Ｓ 206 4,307.10 206 4,307.10 0 0.00
Ｗ 2,601 1,655.59 1,884 1,399.73 717 255.86
Ｆ 79,181 112,345.26 76,238 110,303.42 2,943 2,041.84
Ｔ 81,988 118,307.95 78,328 116,010.25 3,660 2,297.70
Ｓ 425 5,072.29 425 5,072.29 0 0.00
Ｗ 203 610.14 140 379.79 63 230.35
Ｆ 9,495 41,562.60 9,057 38,803.86 438 2,758.74
Ｔ 10,123 47,245.03 9,622 44,255.94 501 2,989.09
Ｓ 276 23,401.65 276 23,401.65 0 0.00
Ｗ 2,404 3,804.03 2,391 3,784.92 13 19.11
Ｆ 90,605 204,518.27 90,535 204,387.32 70 130.95
Ｔ 93,285 231,723.95 93,202 231,573.89 83 150.06
Ｓ 111 6,109.91 111 6,109.91 0 0.00
Ｗ 166 536.52 166 536.52 0 0.00
Ｆ 7,343 26,836.23 7,332 26,828.23 11 8.00
Ｔ 7,620 33,482.66 7,609 33,474.66 11 8.00
Ｓ 427 12,715.11 427 12,715.11 0 0.00
Ｗ 745 903.12 717 847.05 28 56.07
Ｆ 42,853 92,503.53 42,774 92,412.01 79 91.52
Ｔ 44,025 106,121.76 43,918 105,974.17 107 147.59
Ｓ 124 23,404.58 124 23,404.58 0 0.00
Ｗ 31 157.95 20 107.97 11 49.98
Ｆ 990 9,457.14 979 9,389.12 11 68.02
Ｔ 1,145 33,019.67 1,123 32,901.67 22 118.00
Ｓ 454 41,552.58 454 41,552.58 0 0.00
Ｗ 20 245.04 14 242.44 6 2.60
Ｆ 1,522 17,083.51 1,519 16,838.51 3 245.00
Ｔ 1,996 58,881.13 1,987 58,633.53 9 247.60
Ｓ 47 3,640.02 47 3,640.02 0 0.00
Ｗ 30 93.95 27 86.50 3 7.45
Ｆ 1,503 10,156.02 1,499 10,151.55 4 4.47
Ｔ 1,580 13,889.99 1,573 13,878.07 7 11.92
Ｓ 426 24,275.53 426 24,275.53 0 0.00
Ｗ 613 2,757.17 613 2,757.17 0 0.00
Ｆ 12,185 63,534.67 12,185 63,534.67 0 0.00
Ｔ 13,224 90,567.37 13,224 90,567.37 0 0.00
Ｓ 22 2,546.22 22 2,546.22 0 0.00
Ｗ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｔ 22 2,546.22 22 2,546.22 0 0.00
Ｓ 7 6,499.62 7 6,499.62 0 0.00
Ｗ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｔ 7 6,499.62 7 6,499.62 0 0.00
Ｓ 260 2,357.78 260 2,357.78 0 0.00
Ｗ 284 708.40 198 571.03 86 137.37
Ｆ 6,339 36,200.91 6,296 36,156.35 43 44.56
Ｔ 6,883 39,267.09 6,754 39,085.16 129 181.93
Ｓ 369 138,962.89 369 138,962.89 0 0.00
Ｗ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｆ 631 17,596.71 631 17,596.71 0 0.00
Ｔ 1,000 156,559.60 1,000 156,559.60 0 0.00
Ｓ 8 240.30 8 240.30 0 0.00
Ｗ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｆ 4 11.69 4 11.69 0 0.00
Ｔ 12 251.99 12 251.99 0 0.00
Ｓ 279 83,652.81 279 83,652.81 0 0.00
Ｗ 7 21.28 7 21.28 0 0.00
Ｆ 867 3,293.06 867 3,293.06 0 0.00
Ｔ 1,153 86,967.15 1,153 86,967.15 0 0.00
Ｓ 111 9,240.24 111 9,240.24 0 0.00
Ｗ 20 191.89 17 189.04 3 2.85
Ｆ 1,674 13,522.17 1,661 13,445.97 13 76.20
Ｔ 1,805 22,954.30 1,789 22,875.25 16 79.05
Ｓ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｗ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｔ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Ｓ 75 10,068.85 75 10,068.85 0 0.00
Ｗ 568 947.92 496 785.92 72 162.00
Ｆ 19,557 58,949.91 19,328 58,752.90 229 197.01
Ｔ 20,200 69,966.68 19,899 69,607.67 301 359.01

冷凍運搬及び母船

雑　 漁 　業

遠洋底びき網

ひ　 き　 網

かつお・まぐろ

捕　　　　鯨

官 公 庁 船

運　 搬　 船

以西底びき網

合計（海水漁業）

内 　水 　面

採 　介 　藻

定　　　　置

一 本 つ り

は え な わ

刺　　　　網

まき網(網船)

まき網附属船

敷　　　　網

底 び き 網

淡水漁業

船質

総計 動力漁船 無動力漁船

総　　　　計
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２　漁船の輸出

　漁船の外国への輸出（譲渡又は貸渡し）について
は、輸出貿易管理令に基づく経済産業大臣の承認を受
けなければならないこととされている。水産庁におい
ては、国際漁業協定等に基づく漁業秩序の維持、漁業
資源の保護等を総合的に勘案の上、事前承認を行って
いる。平成22年度における譲渡事前承認件数は９カ国
26隻、貸渡事前承認件数は４カ国42隻であった。

３　漁船等省エネルギー・安全推進事業のうち
次世代型漁船等調査検討事業

　将来にわたって水産物を持続的に安定供給するため
には、燃油経費の削減等、収益性を確保できる経営に
体質転換を図ることが急務となっている。また、地球
温暖化防止の観点から、化石燃料に100％依存してい
る漁船漁業において、資源の循環や消費抑制・効果的
利用を促進する等の革新的な環境循環型エネルギー技
術の開発が求められている。
　このため、技術開発の進展が目覚ましい水素燃料電
池を動力源とした漁船の検討、また、漁船の安全・環
境に関する国際基準等において、我が国漁船の実態に
即した合理的かつ経済的な内容への検討など、以下の
事業を行った。
⑴　水素燃料電池等を利用した漁船の調査検討

　水素燃料電池を動力源とする漁船に関する技術的調
査検討を行うと共に、漁船規模や漁業種類についての
適合漁船の検討及び水素燃料電池漁船の試設計を実施

した。
⑵　漁船国際条約等検討

　国際海事機関（IMO）における海上人命安全
（SOLAS）条約、トレモリノス漁船安全条約議定書の
見直し及び小型漁船（12m未満）安全指針検討、並び
に国内漁船安全関係基準の見直し作業等の検討を実施
した。
　トレモリノス漁船安全条約議定書の見直しに向けて
基礎資料を作成し、我が国の主張に資する提案の検討
及び取りまとめを実施した。

⑶　インベントリリスト検討
　造船所や機器メーカーにおいて、漁船で使用されて
いる有害物質の種類・年度別の使用箇所及び使用量等
について現地調査を実施すると共に、データベース作
成に向けてのアンケート調査等を実施し、海外まき網
漁船のインベントリリストを作成した。

⑷　条約対応漁船居住設備検討
　遠洋まぐろ延縄漁船（289トン型）にILO漁業労働
条約の居住設備基準を適用した場合の試設計を行い、
一般配置図や船員設備詳細図の作成等を実施した。

第12節	 漁港・漁場・漁村の整備
及び維持管理

１　漁港の指定

　漁港の指定については、昭和26年以来漁港漁場整備
法（昭和25年法律第137号）第６条の規定により行わ

表17　平成22年度漁業種類別・トン数別建造許可隻数
１．鋼・軽合金船

区分

漁業種類 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数

底 び き 網 4 493 4 493

ま き 網 1 279 1 279

ま き 網 （ 附 属 船 ） 6 1,033 3 31 1 250 2 752

敷 網 2 228 1 29 1 199

捕 鯨 業 1 27 1 27

官 公 庁 船 7 2,532 2 80 2 532 2 985 1 935

計 21 4,592 7 167 0 0 5 692 4 1,061 4 1,737 1 935 0 0

２．ＦＲＰ船

区分

漁業種類 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数

か つ お ・ ま ぐ ろ 5 95 5 95

底 び き 網 2 35 2 35

ま き 網 （ 附 属 船 ） 4 76 4 76

敷 網 1 29 1 29

計 12 235 12 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総　　　数 50トン未満
50トン以上 100トン以上 200トン以上 500トン以上

1,000トン以上
100トン未満 200トン未満 300トン未満 500トン未満 1,000トン未満

300トン以上

注１：漁船法第４条第１項の規定に基づき農林水産大臣の許可を受けた建造隻数である。
注２：木船の建造は無し。

500トン以上
1,000トン以上

100トン未満 200トン未満 300トン未満 500トン未満 1,000トン未満
総　　　数 50トン未満

50トン以上 100トン以上 200トン以上 300トン以上
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れている。その内容は表18のとおりである。

表18　指定漁港数

 漁港種類 21年度末 22年度
指　定

22年度
取消し

22年度
末現在

第１種漁港
第２種漁港
第３種漁港
第４種漁港

計

2,205
496
114
99

2,914

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

2,205
496
114
99

2,914

（注）第３種漁港には特定第３種漁港（八戸ほか12港）が
含まれている。

２　漁港の管理

　22年度においては、漁港管理者の選定の届出（漁港
漁場整備法第25条第２項）がなかったため、22年度末
の漁港管理者別漁港数は前年度と同漁港数の表19の
とおりである。

表19　漁港管理者別漁港数

　　　　　　　　　　　　　　　　　 22年度末

 漁港種類 21年度末 総　数 都道府
県管理

市町村
管　理

第１種漁港
第２種漁港
第３種漁港
第４種漁港

計

2,205
496
114
99

2,914

2,205
496
114
99

2,914

360
310
108
99
877

1,845
186
6
－

2,037

３　漁港・漁場・漁村の整備

⑴　漁港漁場整備長期計画
　漁港漁場整備長期計画は、漁港漁場整備法第６条の
３の規定に基づき、漁港漁場整備事業の総合的かつ計
画的な実施に資するため策定されており、我が国の水
産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点
から、計画期間に係る事業の実施の目標及び事業量を
定めている。平成19年６月８日に第２次の長期計画を
策定したところであり、平成19年度から平成23年度の
５年間に取り組むべき課題を以下の３つに絞り込み、
それらに対する事業を総合的かつ効率的に実施するこ
とにより、概ね５年後を目途に、成果を発現させる。
ア　我が国周辺水域における水産資源の生産力の向上
ア　目指す主な成果
　水産基本計画における自給率目標の達成のた
め、漁場再生及び新規漁場整備により概ね14.5万

tの水産物（概ね230万人の国民の消費を賄う水産
物に相当）を新たに提供する。
イ　事業量
　我が国周辺水域において、水産資源の生産力の
向上を図るため、次の事業を実施する。
ａ　概ね７万5,000haの魚礁や増養殖場を整備す
る。
ｂ　概ね25万haの漁場において効用回復に資す
るたい積物除去等を推進するとともに、概ね
5,000haの藻場・干潟の造成に相当する水産資
源の生育環境を新たに保全・創造する。

イ　国際競争力の強化と力強い産地づくりの推進
ア　目指す主な成果
　水産物の流通拠点となる漁港で取り扱われる水
産物のうち、漁港漁場整備事業を通じた高度な衛
生管理対策の下で出荷される水産物の割合を、
23％（平成16年度）から概ね50％に向上させる。
　水産物流通拠点となる漁港のうち、産地市場前
面の陸揚げ用の岸壁が耐震化された漁港の割合
を、９％（平成16年度）から概ね40％に向上させ
る。
イ　事業量
　産地市場の統廃合など水産物流通の構造改革を
推進しつつ、水産物の安定供給体制を構築してい
くことを目的として、次の事業を実施する。
ａ　水産物流通の拠点となる地区にあっては、陸
揚げ時の処理水への清浄海水の導入等による衛
生管理の強化や漁港施設の耐震化等の推進を図
る地区として、概ね150地区を整備する。
ｂ　中核的に生産活動や操業準備活動等が行われ
る地区にあっては、港内作業時の安全性の確
保、陸揚げ作業時間のロス解消、蓄養殖水面の
整備など水産物の保管機能を強化することによ
り鮮度の保持を図る地区として、概ね485地区
を整備する。

ウ　水産物の安定的な提供等を支える安全で安心な漁
村の形成
ア　目指す主な成果
　漁港・漁場の水域環境の改善を図る中で、漁業
集落排水処理を行うこととしている漁村の処理人
口比率を35％（平成16年度）から概ね60％に向上
させる。
　地震防災対策強化地域等に立地する漁村のう
ち、漁港漁場整備事業により地震や津波に対する
防災機能の強化が講じられた漁村の人口比率を、
21％（平成16年度）から概ね30％に向上させる。
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イ　事業量
　漁港漁場整備を推進することにより漁村の活性
化を図る地区として、概ね280地区を整備する。

⑵　直轄特定漁港漁場整備事業
　漁港漁場整備法に規定する漁港漁場整備方針に適合
した特定漁港漁場整備事業計画に基づき、国が漁港施
設のうち基本施設、輸送施設又は漁港施設用地（公共
施設用地に限る。）の整備及び排他的経済水域におけ
る漁場整備を行う事業であって、計画事業費が一事業
につき20億円を超えるもの等一定の要件を満たすもの
である。22年度においては、177億8,309万円をもって
37地区について事業が実施された。

⑶　地域水産物供給基盤整備事業
　水産資源の増大と持続的利用に資する共同漁業権の
区域内等地先の漁場と、当該漁場に密接に関連する第
１種漁港等で沿岸漁業及び増養殖の振興に資する漁港
を一体的に整備する事業であって、計画事業費が一事
業につき３億円を超えるもの等一定の要件を満たすも
のである。22年度においては、事業費242億5,463万円
（国費150億6,798万円）をもって154地区について事業
が実施された。

⑷　広域漁港整備事業
　第３種漁港、第４種漁港等の整備及びそれらの漁港
を本拠地とする漁船が利用する共同漁業権の区域内等
地先の漁場施設について一体的に整備する事業であっ
て、１漁港あたりの計画事業費が３億円を超えるも
の等一定の要件を満たすものである。22年度において
は、事業費490億7,459万円（国費313億7,732万円）を
もって217地区について事業が実施された。

⑸　広域漁場整備事業
　共同漁業権の区域外において、利用が広範囲にわた
る規模の大きな漁場や共同漁業権の設定されている区
域外と機能上密接に関連する漁場を整備する事業で
あって、計画事業費が一事業につき３億円を超えるも
の等一定の要件を満たすものである。22年度におい
ては、事業費142億7,886万円（国費71億5,943万円）を
もって83地区について事業が実施された。

⑹　水産物供給基盤機能保全事業
　漁港施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準
化・縮減を図るため、機能診断や保全計画の策定、保
全工事を漁港管理者である地方公共団体に助成されて
実施されているものであり、22年度においては、事業
費73億3,378万円（国費40億1,433万円）をもって、38
都道府県について実施された。

⑺　漁港施設機能強化事業
　高潮や波高の増大等に対して十分に安全が確保され

ていない漁港施設について、必要最低限の機能強化、
防護対策を行う事業であって、事業計画期間開始年の
４月１日を起点とし、過去５年間において、高潮、波
高の増大等により被害が生じた漁港であること等一定
要件を満たす物である。22年度においては、事業費11
億2,178万円（国費６億9,869万円）をもって、７府県
について実施された。

⑻　浮魚礁漁場整備事業
　共同漁業権の設定されている区域の内外において浮
魚礁の整備を行う事業であって、計画事業費が一事業
につき5,000万円を超えるもの等一定の要件を満たす
ものである。22年度においては、事業費２億7,872万
円（国費１億5,600万円）をもって３県について事業
が実施された。

⑼　水域環境保全創造事業
　公害等の原因により効用の低下している沿岸漁場の
生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善、漁港区
域内における環境保全を図るため、たい積物除去、
しゅんせつ、作れい、耕うん、覆土、藻場・干潟の造
成、水質浄化施設の整備等を行う事業で、計画事業費
が一事業につき55,000万円を超えるもの等一定の要件
を満たすものである。22年度においては、事業費47億
400万円（国費23億2,100万円）をもって27地区につい
て事業が実施された。

⑽　漁港関連道整備事業
　漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理化によっ
て漁港機能の充実と漁業生産の近代化を図り、併せて
漁村環境の改善を図るため、漁港管理者たる地方公共
団体又はその他の地方公共団体に助成して実施されて
いるものであり、平成22年度においては、事業費４億
6,700万円（国費２億5,370万円）をもって５地区につ
いて事業が実施された。

⑾　作業船整備
　北海道の直轄工事において使用する国有作業船の建
造、修理、改造及び北海道の漁港の機能増進のために
必要な機械設備の開発試験を行った。22年度の経費は
2,000万円であった。　

⑿　漁村再生交付金
　地域の創造力を活かせるように、地域の既存ストッ
クの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効
率的整備を推進することによって個性的で豊かな漁村
の再生を支援するものであり、計画事業費が一事業に
つき5,000万円以上２億円以下のもの等一定の要件を
満たすものである。平成22年度においては、事業費15
億2,264万円（国費８億9,100万円）をもって38都道府
県について事業が実施された。
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⒀　水産基盤整備調査事業
　この事業は、水産業をめぐる環境の変化に伴い、漁
港、漁村及び漁場の整備に求められる要望等に適切に
対応していくため、水産基盤整備の今後の展開方向を
検討するとともに、その具現化のために必要な計画技
術及び設計技術・施工技術等の改善や手法の確立を図
るほか、漁港の機能の増進、漁場の整備及び開発並び
に漁港背後の漁業集落における生活環境改善のために
必要な調査を実施することにより、水産基盤整備事業
の計画的、効率的かつ円滑な実施に資することを目的
とする。
水産基盤整備調査費
　16調査 事業費　４億2,346万円（定額）
水産基盤整備調査費補助
　12カ所 事業費　１億8,800万円（国費9,400万円）
⒁　後進地域開発特例法適用団体等補助率差額

　後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割
合の特例に関する法律第２条の適用団体（県）が行っ
た特定漁港漁場整備事業、指定漁港漁場整備事業（事
業費5,000万円以上のものに限る。）、漁港関連道整備
事業及び漁場保全の森づくり事業に係る補助金につい
て、特例法の定める引上率（最高1.25まで）により、
22年度において当該適用団体に補助率差額37億7,018
万円を交付した。
（内訳）
水産基盤分  3,883,168千円　
  （うち有明分　112,986千円）
  計　3,883,168千円　
  （有明分を除く計　3,770,182千円）

⒂　漁業生産基盤の整備【強い水産業づくり交付金の
うち経営構造改善目標】

　漁業生産基盤としての共同利用施設等を整備するこ
とにより、効率的かつ安定的な漁業経営構造の育成を
図るための事業であり、平成22年度においては、鮮度

保持施設、燃油補給施設、荷さばき施設、漁業用作業
保管施設、つきいそなど87施設の整備を実施した。
⒃　漁港の高度利用のための整備【強い水産業づくり

交付金のうち漁港機能高度化目標】
　漁港の機能の向上及び利用の円滑化を目指し、高度
衛生管理、就労環境の改善等の水産業に係る要請の多
様化、都市との交流による漁港利用の増大等の情勢変
化に対応するため、漁業活動の軽労化に資する施設、
快適な漁港環境形成に資する施設等の整備を行う事業
であり、22年度は、17都道県において事業が実施された。

⒄　漁村地域力向上事業
　この事業は、活力ある漁村づくり及び都市と漁村の
共生・対流を促進するため、地域自らが考え行動する
先導的な取組を誘発するための補助事業と地域の挑戦
を可能とするための環境整備に資する委託事業を併せ
て実施する事業である。　　　　　　　　　　　　　
　前者においては、提案公募により、17地域の先進的
な地域ぐるみの取組を選定し、その実施に対して支援
を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、後者では、上記モデル地域の取組事例を基に
成功条件等の検討を行うとともに、地域リーダーの資
質向上等をテーマに地域リーダー育成研修会の開催な
どを行った。

⒅　海岸事業
　海岸法（昭和31年法律第101号）に基づく、海岸保
全施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海水
又は地盤の変動による被害から漁村を保全するため、
堤防、突堤、護岸等の海岸保全施設の新設、改良等を
実施した。平成22年度補助事業として実施したのは、
国土保全上特に重要な特例補助率海岸と過年度国庫債
務負担行為分（21年度２次補正で成立のゼロ国債分）
であり、この他の漁港海岸関係事業については、農山
漁村地域整備交付金を活用して事業実施した。平成22
年度における海岸保全事業の実施状況は表20のとお
りである。

表20　平成22年度海岸保全事業の実施状況

実 施 額 地 区 数

事 業 費 国 費 継 続 新 規 計 完 了
区 分

( 千円 ) ( 千円 )

海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 985,000 656,000 11 0 11 2

計 985,000 656,000 11 0 11 2
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４　水産業・漁村の多面的機能

⑴　趣旨
　水産業・漁村の有する多面的機能について、幅広く
国民の理解と支持を得るために、積極的な普及啓発活
動を展開するとともに、次のような取組を進めている
ところ。

⑵　内容
ア　環境・生態系保全対策
　この事業は、国民への水産物の安定供給と藻場・
干潟等の有する公益的機能の維持を図るため、漁業
者や地域の住民等が行う藻場・干潟等の保全活動を
支援するものである。22年度においては33地域協議
会（30道府県）262活動組織で交付金支援による環
境・生態系保全活動が実施された。また、藻場・干
潟等の保全活動を全国的に推進するため、保全活動
状況の報告会や技術的事項についての講習会の開催
等を行う民間団体に対し助成を行った。（平成22年
度予算額　761,408千円）
イ　離島漁業再生支援交付金
　生産資材の獲得や販売など、主として輸送の面に
おいて不利な条件にあり、漁業就業者の減少や高齢
化が進展する離島において、地域の漁業を再生する
ための漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活か
した取組に対し、交付金による支援を行った。
　制度の対象となる離島を有する都道府県は26都道
県あり、22年度においてはそのうち17都道県75市町
村211集落協定756漁業集落において交付金支援によ
る漁業再生活動が実施された。（H22年度予算額　 
1,378,335千円）

第13節　水産関係試験研究

１　水産業新技術開発事業

⑴　漁場環境・水産資源持続的利用型技術開発事業
　我が国漁業は、周辺水域の資源状況の悪化、生産量
の減少、魚価の低迷等厳しい状況に直面していること
から、漁業の基盤である水産資源の増大、維持・回復
が重要な課題となっており、資源の回復等に向けた取
組の一環として、良好な漁場環境を確保し、資源の持
続的な利用を図るための研究・開発が強く求められて
いる。このため、漁場環境の改善や資源の持続的利用
を図るための研究・開発を効率的に実施した。
ア　水産物の原産地判別手法等の技術開発事業
　優良な形質を有するノリ株を確実・簡便に選抜す

るため、室内培養による品種特性の評価技術開発を
実施した。
イ　DNAチップによる養殖漁場健全度評価手法の開
発事業
　養殖漁場の環境負荷軽減及び環境改善に対する取
組の効果を簡便かつ迅速に把握するため、漁場底質
等に生息する微生物相に着目し、微生物相全体か
ら得たDNA（環境DNA）を用いて漁場環境を評価
する手法（DNAチップによる評価手法）の開発を
行った。

⑵　水産業振興型技術開発事業
　我が国水産業は、周辺水域の資源状況の悪化、生産
量の減少、魚価の低迷等厳しい状況に直面している。
このような中、漁業地域の活性化、競争力のある水産
経営を実現するため、今までの水揚量・金額に頼る経
営から、収益を重視する経営への転換を図る必要があ
り、これを支援するための水産技術の革新が強く求め
られている。このため、水産業の競争力強化に資する
研究・開発を効率的に実施していくとともに、実用化
の実現性が高い海藻を中心とした水産バイオマス資源
の利用技術の開発等を行った。
ア　沿岸漁業現場対応型技術導入調査検討事業
　沿岸漁業が共有する技術開発課題の明確化及び水
産資源の合理的な利用等に資する新たな技術・操業
形態の導入に向け、「ホタテ桁曳網漁業の省エネル
ギー化」など６課題に関する調査・研究を行った。
　また、成果普及会を実施し、漁業者をはじめとす
る関係者との意見交換を行った。
イ　水産バイオマスの資源化技術開発事業
　海藻等の未利用資源を原料として、バイオエタ
ノールやバイオメタンガス、バイオプラスティック
の生産、健康増進機能を有するオリゴ糖等の有効成
分の抽出など、総合的に利活用する技術の開発を実
施した。

⑶　新たなノリ色落ち対策技術開発事業
　ノリ養殖業における色落ち問題は深刻な状況にあ
り、我が国における主要なノリ生産地で頻繁に発生
し、漁業経営に深刻な打撃を与えている。
　このため、ノリ色落ちの原因となる植物プランクト
ンを補食する二枚貝類をノリ養殖漁場近傍で増殖させ
る技術の開発、植物プランクトンの発生を抑制しつ
つ、ノリ養殖漁場に十分な栄養塩を供給することが可
能な水質レベルを維持・管理する技術開発を実施した。

⑷　漁船等省エネルギー・安全推進事業
ア　省エネルギー技術導入促進事業
ア　衛星利用漁場探索技術実用化事業
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　効率的な漁場探索により省エネ操業の実現を図
るため、衛星画像（海面高度等）及び漁船からの
観測データ（水温・塩分）による暖水塊の鉛直構
造と漁場形成の関連性の解析等を行った。
イ　魅力ある水産業のための技術開発事業
　水産業における省エネルギー化を推進するた
め、漁業者等からの提案公募により、①漁船漁業
における省エネルギー技術の導入、実証試験への
支援を行う「漁船漁業省エネルギー技術実証事
業」、②生産･加工・流通の各現場への実態やニー
ズに対応した省エネルギー技術の開発への支援を
行う「水産業省エネルギー技術開発事業」、を実
施し、６回の公募により、12課題を採択し、省エ
ネルギー技術の実証試験等を行った。
ウ　バイオマス燃料自給型漁船漁業創出事業
　自船の燃料を自給しながら操業する新しい漁業
を創出することを目的として、海洋の未利用バイ
オマス資源を用いて、船上での燃料化及び養殖飼
料用ミールを生産するシステムを開発するための
技術開発及び実証試験を行った。

イ　漁業無線安全等高度活用技術開発事業
　漁業専用の通信システムとして操業の安全情報等
を提供している漁業無線では、依然としてアナログ
通信が使用されていることから、漁業者の必要な情
報を文字及び画像情報として画面上に表示するな
ど、漁船漁業の安全性の向上に資する洋上無線設備
及び無線局側設備の開発及び表示メニューの検討を
行った。
ウ　漁船リニューアル促進技術開発事業
　引き続く厳しい漁業情勢の中、多くの漁船が船齢
15年以上の高船齢となっている。漁船の高齢化の進
展の中で的確な保守管理を行わなければ、船体疲労
や機関故障により、安全上重大な問題となるほか、
漁船の生涯にかかる修繕等の総コストを増大させ多
大な経済的負担となることから、大中型まき網漁船
（附属船を含む）高船齢漁船の安全性向上及び漁船
の生涯にわたる総コストを低減させる手法の開発及
び指針を作成し、これらの成果を漁業者等に普及し
た。

２　水産業振興事業調査

有明海等漁業関連情報提供事業
　有明海・八代海は、わが国の漁業・養殖業において
重要な海域であるが、近年の漁業生産は、冬季におけ
る高水温及び珪藻赤潮の発生、夏季における大規模な
貧酸素水及び渦鞭毛藻類赤潮の発生などにより、非常

に不安定な状況が続いている。
　このため、有明海等特別措置法に基づく漁業振興対
策の一環として、既存の有明海等環境情報・研究ネッ
トワーク総合推進事業の内容に加えて、有明海・八代
海に設置されている既存ブイのネットワーク化等を推
進し、これにより漁業関係者に対する海域情報の継続
的な提供とさらなる内容の充実を図った。

３　国際漁業問題及び漁業資源に関する調査	
研究

　国際的な資源管理体制の確立に積極的に貢献するこ
とを目的として、公海、外国排他的経済水域等におい
て漁獲される高度回遊性魚類（かつお・まぐろ類）、
溯河性魚類（さけ・ます類）等の国際漁業資源につい
て、科学的知見に基づく適切な保存管理を実施するた
めに必要な、資源調査、科学オブザーバーの育成及び
二国間協定等の枠組みにおける科学者交流を実施した。

４　漁海況予報事業

　漁業資源の合理的利用と漁業生産の効率化により漁
業経営の安定を図るため、主要浮魚類の長期漁況海況
予報を作成し公表した。また、（社）漁業情報サービ
スセンターが我が国周辺海域を中心として漁況海況の
実況データを収集、分析、提供を行う事業に対して助
成するとともに、強い水産業づくり交付金により都道
府県が地先沿岸における資源管理に必要な漁況海況情
報の収集・分析・提供を行う事業に対し交付した。

５　独立行政法人水産総合研究センター

　独立行政法人水産総合研究センターは、中央省庁等
改革により、平成13年４月１日に、これまでの水産庁
研究所を統合して新たな組織として設立された。
　さらに、その後の法人等改革の流れを受けて、平成
15年10月１日に、認可法人海洋水産資源開発センター
及び社団法人日本栽培漁業協会、平成18年４月１日
に、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの事業
をそれぞれ引き継ぐため組織の改編を行った。
　また、第一期中期計画における評価等を踏まえ、第
二期中期計画が平成18年４月１日より開始され、
ア　水産物の安定供給確保のための研究開発
イ　水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給の
ための研究開発
ウ　基盤となる基礎的・先導的研究開発及びモニタリ
ング等
を行い、情報提供、成果の普及等に努めたとともに、
これらの業務実施に要する経費について22年度は運営
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費交付金160億4,716万１千円を交付した。

第14節　船　　舶

１　水産庁の船舶

　水産庁（瀬戸内海漁業調整事務所・九州漁業調整事
務所・境港漁業調整事務所を含む。）の船舶は総数８
隻で、行政需要に対応するため、漁業取締、漁業調査
に区分されている。大きさは149tから2,630tにまで及
ぶ。船舶の行政目的による区分、船名、所属、航行区
域及び規模等については、表21のとおりである。

表21　行政目的別船舶

２　業　　務

⑴　漁業取締船
　漁業取締船は水産本庁所属の２隻、瀬戸内海漁業調
整事務所所属１隻、九州漁業調整事務所所属２隻、境
港漁業調整事務所１隻の計６隻である。
　漁業取締船は漁業秩序維持の指導及び取締り並びに
漁船の保護のため、日本周辺、沖合及び遠洋海域での
監視・取締業務に当たっている。
　さらに、我が国排他的経済水域において、近年活動
の増している外国漁船に対し国連海洋法条約に基づく
沿岸国主義の下での取締りを見据え、これら漁船の監

視にも努めている。また、国際条約等による漁業資源
の保存管理のための操業海域の規制等が強まるととも
に、漁業取締船の指導取締対象海域の拡大、規制内容
の複雑化等に伴い、漁業取締船の業務の重要性が一層
増加している。

⑵　漁業調査船
　漁業調査船は水産本庁所属の開洋丸及び照洋丸の計
２隻である。これらの調査船は、地域漁業管理機関に
おける資源評価等に必要な調査、漁業協定等に基づい
て行われる国際共同調査、国際的な議論の動向に対し
迅速に対応することが必要な調査等の実施を主な目的
としている。

船 名 使用目的 定 船籍 航行区域 船 総ﾄﾝ数 主機 出力

員 （定けい港） 質

水産本庁

開洋丸 漁業調査 38 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,630 ディーゼル 2,574kw ×2

電気推進1,100kw
照洋丸 漁業調査 36 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,214 ディーゼル 2,206kw ×2

電気推進 350kw
東光丸 漁業取締 33 東京（東京） 世界全海域 鋼 2,071 ディーゼル 2,942kw ×2

白竜丸 漁業取締 27 東京（東京） 世界全海域 鋼 1,299 ディーゼル 2,206kw ×2

船舶予備員 12

瀬戸内海漁業調整事務所

白 鷺 漁業取締 14 東京（神戸） 日本沿岸沖合近海 軽合金 149 ディーゼル 1,764kw ×2

九州漁業調整事務所

白萩丸 漁業取締 23 東京（福岡） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 1,471kw ×2

白鷗丸 漁業取締 23 東京（福岡） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 2,942kw ×1

境港漁業調整事務所

白嶺丸 漁業取締 23 東京（境港） 日本沿岸沖合近海 鋼 499 ディーゼル 1,471kw ×2

合 計 8隻 229
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４　月

４月１日㈭◇「第２回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇「路網・作業システム検討委員会 現地
検討会」の開催について（林野庁森林整備
部整備課）
◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置の解除について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇米国（ミネソタ州）からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置の解除について
（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「日・モロッコ政府間漁業協議」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）

２日㈮◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部整備課造林間伐対策室）

５日㈪◇「農林物資規格調査会総会（平成21年度
第３回）」の審議の概要について（消費・
安全局表示・規格課）
◇「林業労働力の確保の促進に関する基本
方針」の変更について（林野庁林政部経営
課林業労働対策室）

６日㈫◇「食品関連産業の将来展望研究会」報告
書の取りまとめについて（総合食料局食品
産業企画課）
◇「獣医師法第８条第２項の規定」に基づ
く獣医師の業務停止処分について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇集落営農実態調査結果の概要（平成22年
２月１日現在）（大臣官房統計部経営・構
造統計課センサス統計室）

７日㈬◇平成22年度 第１回 日本海海況予報（水
産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人
水産総合研究センター日本海区水産研究所
業務推進部）
◇「消費者との懇談会」の開催について
（消費・安全局消費者情報官）

◇平成22年度（第11回）民間部門農林水産
研究開発功績者表彰における候補者の募集
開始について（農林水産技術会議事務局研
究推進課、社団法人農林水産技術情報協会）

８日㈭◇「第２回 国産材の加工・流通・利用検
討委員会」の開催及び傍聴について（林野
庁林政部木材産業課）
◇平成20年の農作業死亡事故について（生
産局農業生産支援課）
◇「農林水産研究基本計画」について（農
林水産技術会議事務局技術政策課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁増殖推進部研究指導課）
◇ 食品安全委員会への食品健康影響評価
の依頼について（消費・安全局畜水産安全
管理課）
◇「水産政策審議会 第29回 企画部会」の
開催について（水産庁漁政部企画課）

９日㈮◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局整備部農地資源課）
◇「日本海・九州西広域漁業調整委員会」
の開催について（水産庁資源管理部管理
課、水産庁漁港漁場整備部整備課、水産庁
九州漁業調整事務所）
◇「日ロさけ・ます漁業交渉」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「花き産業振興方針」のとりまとめにつ
いて（生産局生産流通振興課花き産業振興
室）
◇生物多様性保全に配慮した農産物生産の
高付加価値化に関する研究の公表について
（農林水産政策研究所）

12日㈪◇第21回 森と花の祭典－「みどりの感謝
祭」の開催について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室）
◇「平成21年度食品産業動態調査」の公表
について（大臣官房食料安全保障課）
◇国有林野事業における技術開発の重点的
取組について（林野庁国有林野部業務課）
◇第23次南極海鯨類捕獲調査（平成21年

農　政　日　誌
（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
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度）の結果について（水産庁資源管理部遠
洋課）
◇国内産農産物における農薬の使用状況及
び残留状況調査結果について（消費・安全
局農産安全管理課農薬対策室）

13日㈫◇「第３回路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第１回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇「第４回 森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇日豪EPA交渉 第11回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 （第24回）」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

14日㈬◇平成21年度 農林水産省 農林認定品種に
ついて（農林水産技術会議事務局研究推進
課）

15日㈭◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第６回認
定）（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇「2010年（第４回）若手外国人農林水産
研究者表彰」における候補者の募集を開始
します（農林水産技術会議事務局国際研究
課、（独）国際農林水産業研究センター）

16日㈮◇郡司農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇野菜の供給確保について（生産局生産流
通振興課）
◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（生産局畜産部畜産振興課畜産技術室、独
立行政法人家畜改良センター企画調整課）
◇第４回「みどりの式典」の開催と「平成
22年 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表
彰」の受賞者の決定について（農林水産省
生産局生産流通振興課花き産業振興室、内
閣府大臣官房総務課みどりの学術賞及び式
典担当室）

◇南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶど
うの生果実及び台湾産ヒロセレウス・ウン
ダーツス（ドラゴンフルーツの一種）の生
果実の輸入解禁について（消費・安全局植
物防疫課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第１回）」の開催について（農村振興
局整備部農村整備官）

19日㈪◇遺伝子組換えダイズ、トウモロコシ及び
パパイヤの第一種使用等に関する承認に先
立っての意見・情報の募集（パブリックコ
メント）について（消費・安全局農産安全
管理課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇平成22年度（第６回）若手農林水産研究
者表彰における候補者の募集開始について
（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「食と地域の『絆』づくり」の優良事例
選定に係る公募について（農村振興局農村
政策部都市農村交流課）
◇「22年漁期TAC設定に関する意見交換
会（さんま、まさば及びごまさば並びにず
わいがに）」の開催について（水産庁資源
管理部管理課）

20日㈫◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（総合食料局流通課）
◇平成22年３月下旬からの低温、降霜等に
よる被害農業者等に対する資金の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について（経営
局経営政策課災害総合対策室）
◇新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を
図るための基本方針（骨子案）」に対する
国民の皆様からのご意見の募集について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇低温・凍霜害及び雪害等の農作物の被害
防止・生育回復に向けた技術指導通知の発
出について（生産局農業生産支援課、生産
局畜産部畜産振興課、生産局生産流通振興
課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第10回牛豚等疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「水産政策審議会 第29回 企画部会」の
結果について（水産庁漁政部企画課）
◇口蹄疫の疑似患畜の確認及び口蹄疫防疫
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対策本部の設置について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「激甚災害に対処するための特別の財政
援助等に関する法律施行令の一部を改正す
る政令」及び「平成二十二年二月二十八日
の津波による災害についての激甚災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する
政令」について（水産庁増殖推進部栽培養
殖課、経営局経営政策課災害総合対策室）

21日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の３例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「水産物輸出に係る全国会議」の開催に
ついて（水産庁漁政部加工流通課）
◇「2010年度 第二期北西太平洋鯨類捕
獲調査（JARPNII）沿岸域鯨類捕獲調査
（三陸沖）」の開始について（水産庁資源管
理部遠洋課）
◇「農業生産工程管理（GAP）の共通基
盤に関するガイドライン」の策定について
（生産局技術普及課）
◇野菜小売価格緊急調査の実施について
（消費・安全局消費・安全政策課、生産局
生産流通振興課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の２例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇新たな「家畜改良増殖目標（案）」及び
「鶏の改良増殖目標（案）」のポイントに対
する国民の皆様からのご意見の募集につい
て（生産局畜産部畜産振興課）

22日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の４例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第２回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇平成22年度病害虫発生予報第１号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）

23日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の５例
目、６例目について（消費・安全局動物衛
生課）
◇宮崎県における口蹄疫発生に伴う関連対
策について（生産局畜産部畜産企画課）
◇新たな「果樹農業振興基本方針（主な論
点案）」に対する国民の皆様からのご意見
の募集について（生産局生産流通振興課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年３月１日～平成22年３

月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課）
◇オーストリア産牛肉の混載事例に関する
オーストリア政府の調査報告書の提出につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇宮崎県における口蹄疫の確定診断につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第１回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「食品及び農業・農村に関する意識・意
向調査結果」について（大臣官房情報評価
課）

25日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の７例
目について（消費・安全局動物衛生課）

26日㈪◇平成22年３月の国内産米穀の卸・小売価
格の概況について（総合食料局食糧部計画
課）
◇「第１回 国際獣疫事務局（OIE）連絡
協議会」の開催及び傍聴について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）

27日㈫◇「第４回 路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「第５回 森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇宮崎県における口蹄疫の発生に対する家
畜共済の対応について（経営局保険課）
◇口蹄疫疫学調査チームの現地調査及び第
１回検討会の開催について（消費・安全局
動物衛生課、九州農政局消費・安全部安全
管理課）
◇平成21年度森林・林業白書の公表につい
て（林野庁林政部企画課）

28日㈬◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「輸入植物検疫制度に関する意見・情
報交換会（第１回）」の開催について（消
費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「平成22年度 食品の安全性に関する有
害化学物質及び有害微生物のサーベイラン
ス・モニタリング年次計画」の作成につい
て（消費・安全局消費・安全政策課）
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◇株式会社 三杉屋が販売した生鮮水産物
等の原産地等の不適正表示に対する措置に
ついて（消費・安全局表示・規格課食品表
示・規格監視室）
◇「平成22年度 食品表示ウォッチャー」
の公募について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇「第２回 バイオマス活用推進会議」の
延期について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の８例
目、９例目及び10例目の確認並びに第２回
口蹄疫防疫対策本部の開催について（消
費・安全局動物衛生課）
◇食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部
会第11回牛豚等疾病小委員会の開催につい
て（消費・安全局動物衛生課）

29日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の11例
目について（消費・安全局動物衛生課）

30日㈮◇香港への牛肉の輸出再開について
（消費・安全局動物衛生課）
◇舟山農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて（大臣官房国際部国際政策課）
◇平成22年度 第１回 日本海スルメイカ長
期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター日
本海区水産研究所業務推進部）
◇平成22年度 第１回 瀬戸内海東部カタク
チイワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター瀬戸内海区水産研究所業務推進部）
◇バイオマスタウンの公表（第42回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇米国産牛肉（ひき肉）の混載事案に関す
る米国農務省の調査報告書の提出について
（農林水産省消費・安全局動物衛生課、厚
生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年３
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇平成22年度 農林水産航空事業の実施計
画について（消費・安全局植物防疫課、林
野庁研究保全課森林保護対策室）
◇口蹄疫発生に伴う追加対策について（生
産局畜産部畜産企画課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の12例

目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成21年漁業・養殖業生産統計」の公
表について（大臣官房統計部生産流通消費
統計課）
◇赤松農林水産大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）

〈法令〉
４月１日㈭◇産業活力の再生及び産業活動の革新に関

する特別措置法施行規則の一部を改正する
命令（内閣府・総務省・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通
省・環境省令第１号）を公布（同日施行）
◇独立行政法人北方領土問題対策協会の業
務並びに財務及び会計に関する命令の一部
を改正する命令（内閣府・農林水産省令第
２号）を公布（北方領土問題等の解決の促
進のための特別措置に関する法律の一部を
改正する法律（平成21年法律第75号）の施
行の日（平成22年４月１日）から施行）
◇特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（財務省・文部科
学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省・防衛省令第１
号）を公布（同日施行）
◇ダム事業に係る環境影響評価の項目並び
に当該項目に係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定するための指
針、環境の保全のための措置に関する指針
等を定める省令及び堰事業に係る環境影響
評価の項目並びに当該項目に係る調査、
予測及び評価を合理的に行うための手法を
選定するための指針、環境の保全のための
措置に関する指針等を定める省令の一部を
改正する省令（厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省令第２号）を公布
（自然公園法及び自然環境保全法の一部を
改正する法律の施行の日（平成22年４月１
日）から施行）
◇農業経営基盤強化促進法施行規則の一部
を改正する省令（農林水産省令第28号）を
公布（同日施行）
◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律第四条第二項の
金額の算定に関する省令の一部を改正する
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省令（農林水産省令第29号）を公布（同日
施行）
◇公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る
環境影響評価の項目並びに当該項目に係る
調査、予測及び評価を合理的に行うための
手法を選定するための指針、環境保全のた
めの措置に関する指針等を定める省令の一
部を改正する省令（農林水産省・国土交通
省令第１号）を公布（自然公園法及び自然
環境保全法の一部を改正する法律の施行の
日（平成22年４月１日）から施行）
◇漁船特殊規定の一部を改正する省令（農
林水産省・国土交通省令第２号）を公布
（港則法及び海上交通安全法の一部を改正
する法律（平成21年法律第69号）の施行の
日（平成22年７月１日）から施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第30号）を公布（同日施
行）
◇農林水産省定員規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第31号）を公布（同日施
行）

６日㈫◇犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する
省令（農林水産省令第33号）を公布（平成
22年４月15日施行）

７日㈬◇農林水産省の所管する法令に係る民間事
業者等が行う書面の保存等における情報通
信の技術の利用に関する法律施行規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第34号）
を公布（同日施行）

９日㈮◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律（法律第23号）を公布（公布の日
から起算して６月を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行）
◇農業信用保証保険法施工例の一部を改正
する政令（政令第120号）を公布（同日施
行）

13日㈫◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
る省令の一部を改正する省令（財務省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省令第１
号）を公布（同日施行）

15日㈭◇農水産業協同組合の優先出資に関する命
令及び農林中央金庫法施行規則の一部を改
正する命令（内閣府・農林水産省令第３
号）を公布（同日施行）

16日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第35号）を公布（同日施
行）

21日㈬◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第２号）
を公布（商品取引所法及び商品投資に係る
事業の規制に関する法律の一部を改正する
法律附則第１条第３号に掲げる規定の施行
の日（平成22年７月１日）から施行）

23日㈮◇激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律施工令の一部を改正する
政令（政令第123号）を公布（同日施行）
◇平成22年２月28日の津波による災害につ
いての激甚災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令（政令第124号）
を公布（同日施行）
◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律の施行期日を定める政令（政令第
126号）を公布（同日施行）
◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律の施行に伴う関係政令の整備及び
経過措置に関する政令（政令第127号）を
公布（改正法の施行の日（平成22年10月１
日）から施行）
◇農業経営に関する金融上の措置の改善の
ための農業改良資金助成法等の一部を改正
する法律の施行に伴う農林水産省令の整備
に関する政令（農林水産省令第36号）を公
布（法律の施行の日（平成22年10月１日）
から施行）
◇農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律施行規
則の一部を改正する省令（農林水産省・経
済産業省・環境省令第１号）を公布（平成
22年10月１日から施行）

26日㈪◇農業委員会等に関する法律施行規則の一
部を改正する省令（農林水産省令第37号）
を公布（同日施行）

５　月

５月１日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の13例
目について（消費・安全局動物衛生課）

２日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の14例
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目、15例目について（消費・安全局動物衛
生課）
◇宮崎県において確認された口蹄疫ウイル
スの分析結果について（消費・安全局動物
衛生課）

３日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の17例
目について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の16例
目について（消費・安全局動物衛生課）

４日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の18例
目及び19例目について消費・安全局動物衛
生課

５日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の20例
目～ 23例目について（消費・安全局動物
衛生課）

６日㈭◇食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生
部会 第12回牛豚等疾病小委員会の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の24例
目～ 35例目について（消費・安全局動物
衛生課）

７日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の36例
目～ 43例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇農業資材審議会 飼料分科会 家畜栄養部
会の開催及び一般傍聴について（消費・安
全局畜水産安全管理課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月10日赤松農林水産大
臣の秋田県出張）（大臣官房情報評価課、
東北農政局秋田農政事務所農政推進課）

８日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の44例
目～ 49例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇赤松農林水産大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「５月10日赤松農林水産大臣の秋田県出
張」の延期について（大臣官房情報評価課）

９日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の50例
目～ 56例目について（消費・安全局動物
衛生課）

10日㈪◇香港への豚肉の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の57例
目～ 67例目について（消費・安全局動物
衛生課）

◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第２回）」の開催について（農村振興
局整備部農村整備官）
◇「平成22年度 山地災害防止キャンペー
ン」の実施について（林野庁森林整備部治
山課山地災害対策室）

11日㈫◇口蹄疫の発生に伴う家畜共済掛金の納入
期限の猶予等について（経営局保険課）
◇マカオへの牛肉の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の69例
目、70例目及び71例目について（消費・安
全局動物衛生課）
◇低温、凍霜害に伴う果樹の被害防止に向
けた技術指導の徹底について（生産局生産
流通振興課）
◇「生物多様性の日シンポジウム」の開催
について（大臣官房環境バイオマス政策
課、東海農政局企画調整室）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
（４月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇「太平洋クロマグロの管理強化について
の対応」について（水産庁資源管理部国際
課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の68例
目について（消費・安全局動物衛生課）

12日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の72例
目～ 76例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「OECD国際共同研究プログラム」説明
会及び成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局国際研究課）

13日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の77例
目～ 86例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月14日舟山農林水産大
臣政務官の岡山県出張）（大臣官房情報評
価課、中国四国農政局）

14日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の87例
目～ 91例目について（消費・安全局動物
衛生課）



― 335 ―農　政　日　誌

◇「第２回 バイオマス活用推進会議」の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第２回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇「米の流通に関する情報交換会」の開催
について（総合食料局食糧部計画課）
◇米戸別所得補償モデル事業の実施に伴う
不適切な取引に関する相談窓口の設置につ
いて（総合食料局食糧部計画課）
◇米モデル事業の実施に伴う流通分野にお
ける不適切な取引の発生の防止に係る通知
の発出について（総合食料局食糧部計画課）

16日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の92例
目～ 101例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の102
例目～ 111例目について（消費・安全局動
物衛生課）

17日㈪◇山田農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成22年度 第２回）」の
開催及び傍聴について（農村振興局整備部
設計課計画調整室）
◇米国（ペンシルバニア州）からの家きん
及び家きん肉等の輸入停止措置の解除につ
いて（消費・安全局動物衛生課国際衛生対
策室）
◇知床世界自然遺産登録５周年記念シンポ
ジウム等の開催について（林野庁森林整備
部研究・保全課森林保全推進室）
◇第９回 「森の“聞き書き甲子園”」の開
催について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室、森の“聞き書き甲子
園”実行委員会事務局）
◇「水産政策審議会 第46回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇天皇海山海底環境調査及びクサカリツボ
ダイ資源調査の実施について（水産庁増殖
推進部漁場資源課）

18日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の112
例目～ 126例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて ～グリーンウェイブ2010「親子で学
ぼう生物多様性」への出席～（林野庁森林
整備部研究・保全課森林保全推進室）
◇食料・農業・農村政策審議会 家畜衛生
部会 第13回牛豚等疾病小委員会の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の127
例目～ 131例目について（消費・安全局動
物衛生課）

19日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の132
例目～ 146例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇口蹄疫に関連する（独）農研機構に対す
る緊急時の農林水産大臣要請について（農
林水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室）
◇「第３回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇JAコープ食品株式会社が販売した袋詰
精米等の不適正表示に対する措置について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇「全国子ども農山漁村交流プロジェクト
推進シンポジウム」の開催について（農林
水産省農村振興局農村政策部都市農村交流
課、総務省自治行政局地域自立応援課、文
部科学省初等中等教育局児童生徒課）
◇英国ノッティンガムシャー州からの家き
んの輸入停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）

20日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の147
例目～ 159例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月21日郡司農林水産
副大臣の福島県出張）（大臣官房情報評価
課、東北農政局福島農政事務所 農政推進
課）
◇平成22年度病害虫発生予報第２号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第８回 産学官連携功労者表彰」にお
ける農林水産大臣賞 ～「植物ウイルス病
ワクチンの開発と製品化」～の決定につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
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技術検討会（平成22年度第１回）」の開催
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「食と地域の『絆』づくり」選定委員会
の開催について（農村振興局農村政策部都
市農村交流課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 果樹部
会 平成22年度（第１回）」の開催及び一般
傍聴について（生産局生産流通振興課）

21日㈮◇「第２回 ASEAN+３食料安全保障の協
力戦略に関するラウンドテーブル会合」の
開催結果について（概要）（大臣官房国際
部国際協力課）
◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」について（５月24日佐々木農林水産
大臣政務官の新潟県出張）（大臣官房情報
評価課、北陸農政局新潟農政事務所農政推
進課）
◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇口蹄疫発生に伴う追加対策について（生
産局畜産部畜産企画課）
◇「生物多様性の日関連イベント」の開催
について（大臣官房環境バイオマス政策
課、東海農政局企画調整室）
◇「第３回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇「第３回 国産材の加工・流通・利用検
討委員会」の開催及び傍聴について（林野
庁林政部木材産業課）
◇「第６回 森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇「第５回 路網・作業システム検討委員
会」の開催と傍聴の登録について（林野庁
森林整備部整備課）
◇赤松農林水産大臣の「第61回 全国植樹
祭」への出席について（林野庁森林整備部
研究・保全課森林保全推進室）
◇平成21年度水産白書の公表について（水
産庁漁政部企画課）

22日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の160

例目～ 171例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の172
例目～ 181例目について（消費・安全局動
物衛生課）

23日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の182
例目～ 193例目について（消費・安全局動
物衛生課）

24日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の194
例目～ 200例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「平成22年産うんしゅうみかん及びりん
ご適正生産出荷見通し」について（生産局
生産流通振興課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第２回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）

25日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の201
例目～ 209例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年４月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇「行政事業レビュー（公開プロセス）」
の開催及び傍聴について（大臣官房予算課）

26日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の210
例目～ 218例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇まぐろ類に関する国際会合の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年４
月）（総合食料局食糧部計画課）

27日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の219
例目～ 221例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇戸別所得補償モデル対策「あぜ道キャラ
バン」（５月28日千葉県）について（大臣
官房情報評価課、関東農政局千葉農政事務
所 農政推進課）
◇「こうやって作る木の学校～木材利用の
進め方のポイント、工夫事例～」の取りま
とめについて（林野庁林政部木材利用課、
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助
成課）
◇「第３回 グリーン・ツーリズム推進連
絡会議」の開催及び傍聴について（農村振
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興局農村政策部都市農村交流課）
28日㈮◇赤松農林水産大臣の国内出張（宮崎県）

について（消費・安全局総務課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の222
例目～ 224例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年４月１日～平成22年４
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇「農薬危害防止運動」の実施について
（消費・安全局農産安全管理課農薬対策室）
◇ズワイガニ幼生分布調査の実施について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）

29日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の225
例目～ 232例目について（消費・安全局動
物衛生課）

30日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の233
例目～ 238例目について（消費・安全局動
物衛生課）

31日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の239
例目～ 247例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇第３回「地産地消の仕事人」の募集につ
いて（生産局技術普及課）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（農林水産省経営局人材育成課、全国農業
会議所全国新規就農相談センター）

〈法令〉
５月11日㈫◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第38
号）を公布（同日施行）

14日㈮◇独立行政法人農畜産業振興機構法施行規
則及び独立行政法人農畜産業振興機構の業
務運営並びに財務及び会計に関する省令の
一部を改正する省令（農林水産省令第39
号）を公布（同日施行）

28日㈮◇独立行政法人通則法の一部を改正する法
律（法律第37号）を公布（公布の日から起
算して６月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行）

31日㈪◇飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省

令第40号）を公布（同日施行）

６　月

６月１日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の248
例目～ 253例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「第４回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇「アグリビジネス創出フェア 2010」の
開催のお知らせ（農林水産技術会議事務局
研究推進課産学連携室）

２日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の254
例目～ 264例目について（消費・安全局動
物衛生課）

３日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の265
例目～ 269例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「大西洋クロマグロ漁業国会合」の結果
について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成20年度 都道府県別食料自給率につ
いて（大臣官房食料安全保障課）

４日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の270
例目、271例目についておよび口蹄疫対策
特別措置法に基づく地域指定について（消
費・安全局動物衛生課）
◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく「日
ロ漁業委員会 第26回 会議追加協議」の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇マリンフーズ 株式会社における業務用
水産物加工食品の不適正表示に対する措置
について（消費・安全局表示・規格課食品
表示・規格監視室）
◇えひめ南農業協同組合が販売した袋詰精
米の不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇オーストラリア産グレープフルーツの生
果実に係る植物検疫措置の追加について
（消費・安全局植物防疫課）
◇「小笠原諸島」の世界遺産一覧表への記
載に係る国際自然保護連合（IUCN）によ
る調査について（林野庁森林整備部研究・
保全課森林保全推進室、環境省自然環境局
自然環境計画課）
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５日㈯◇口蹄疫疫学調査チームによる現地調査及
び第２回検討会の開催について（消費・安
全局 動物衛生課、九州農政局消費・安全
部 安全管理課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の272
例目～ 274例目について（消費・安全局動
物衛生課）

６日㈰◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の275
例目について（消費・安全局動物衛生課）

７日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の276
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第43回 コーデックス連絡協議会」の
開催及び一般傍聴の募集について（農林水
産省消費・安全局消費・安全政策課、厚生
労働省医薬食品局食品安全部企画情報課）
◇まぐろ類地域漁業管理機関 合同会合作
業部会（「科学」・「監視取締措置」合同作
業部会）の結果について（水産庁資源管理
部国際課）

８日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の277
例目～ 279例目について（消費・安全局動
物衛生課）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇生食用野菜における腸管出血性大腸菌及
びサルモネラの実態調査結果（消費・安全
局農産安全管理課）
◇第二期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の出
港について（沖合調査）（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇「アフリカン・フェスタ 2010 in 横浜」
への出展について（大臣官房国際部国際協
力課）

９日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の280
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
（５月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「平成22年度 第１回 自然再生専門家会
議」の開催について（農林水産省大臣官房
環境バイオマス政策課、国土交通省総合政

策局環境政策課）
◇「2010年度 第二期 北西太平洋鯨類捕
獲調査（JARPNII）沿岸域鯨類捕獲調査
（三陸沖）」の終了について（水産庁資源管
理部遠洋課）

10日㈭◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例280例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「モントリオール・プロセス 第21回 総
会」の結果について（林野庁森林整備部計
画課海外林業協力室）
◇「農林水産物等輸出促進全国協議会 総
会」の開催について（大臣官房国際部国際
経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の281
～ 285例目について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「第２回 森林・林業再生プラン推進本
部」の開催について（林野庁林政部企画課）

11日㈮◇「公共建築物等における木材の利用の促
進に関する法律」に関する各種情報の掲載
及び相談窓口の開設について（林野庁林政
部木材利用課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第14回牛豚等疾病小委員会」の開
催について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例283 ～
285例目の検査結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について～トルコ産
グレープフルーツの生果実の輸入解禁～
（消費・安全局植物防疫課）
◇「輸入植物検疫制度に関する意見・情
報交換会（第２回）」の開催について（消
費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇「平成22年度 第１回 木材需給会議」の
開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇山田農林水産大臣の「第30回 全国豊か
な海づくり大会」への出席について（水産
庁増殖推進部栽培養殖課）
◇平成21年度 食料・農業・農村白書の公
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表について（大臣官房情報評価課情報分
析・評価室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食品産
業部会 懇談会」の開催及び傍聴について
（総合食料局総務課政策推進室、総合食料
局食品産業企画課）
◇平成21年度チーズの需給表について（生
産局畜産部牛乳乳製品課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の
286、287例目について（消費・安全局動物
衛生課）
◇水稲直播栽培技術の普及状況（生産局農
業生産支援課）

12日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の288
例目及び口蹄疫対策特別措置法に基づく地
域指定について（消費・安全局動物衛生課）

14日㈪◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の289
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇新たな「家畜改良増殖目標（案）」及び
「鶏の改良増殖目標（案）」に対するご意見
の募集について（生産局畜産部畜産振興課）
◇「気候変動枠組条約次期枠組みに関する
特別作業部会」及び「補助機関会合」の開
催結果について（大臣官房環境バイオマス
政策課、林野庁森林整備部研究・保全課、
林野庁森林整備部 計画課）
◇「公共建築物木材利用促進法に係る説明
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部木材利用課）
◇「平成22年度 レギュラトリーサイエン
ス新技術開発事業委託事業」の実施に係る
委託先の公募について（農林水産技術会議
事務局研究推進課、消費・安全局消費・安
全政策課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 課
長級協議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例289例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）

15日㈫◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の280
例目（都城市）周辺農場の遺伝子検査及び
抗体検査結果について（消費・安全局動物
衛生課）

16日㈬◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の290
例目について（消費・安全局動物衛生課）

◇「第２回米の流通に関する情報交換会」
の開催について（総合食料局食糧部計画課）
◇韓国まき網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇プラムポックスウイルスによる植物の病
気の発生調査について（消費・安全局植物
防疫課）

17日㈭◇「平成21年 木材需給表（用材部門）」の
概要（平成21年１月～ 12月：丸太換算）
について（林野庁林政部企画課）
◇平成22年度病害虫発生予報第３号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第３回）」の開催について（農林水産
省農村振興局整備部農村整備官、国土交通
省下水道部下水道事業課、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄
化槽推進室、環境省水・大気環境局水環境
課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例290例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）
◇大型クラゲ分布調査の実施について（水
産庁増殖推進部漁場資源課）

18日㈮◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の291
例目について（消費・安全局動物衛生課）
◇「国際捕鯨委員会（IWC）第62回年次
会合」の開催について（水産庁資源管理部
遠洋課）
◇舟山農林水産大臣政務官の海外出張につ
いて～「国際捕鯨委員会（IWC）の第62
回年次会合」への出席～（水産庁資源管理
部遠洋課）
◇平成22年度カツオ長期来遊資源動向予測
（６月～ 11月）（水産庁増殖推進部漁場資
源課、独立行政法人水産総合研究センター）
◇「地方農政局長会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造
連携事業計画の認定について（第７回認
定）（大臣官房環境バイオマス政策課バイ
オマス推進室）
◇平成21年特用林産物の生産量（速報・主
要品目）について（林野庁林政部経営課特
用林産対策室）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
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技術検討会（平成22年度 第２回）」の開催
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「小笠原諸島」の世界自然遺産一覧表へ
の記載に係る国際自然保護連合（IUCN）
の専門家による調査の詳細日程について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室、環境省自然環境局自然環境計画課）
◇「第７回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）
◇全国農業協同組合連合会に対する農業協
同組合法に基づく業務改善命令の発出につ
いて（経営局協同組織課）

19日㈯◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例291例
目の検査結果等について（消費・安全局動
物衛生課）

21日㈪◇移動制限等解除に向けた清浄性確認検査
について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 課
長級協議」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局生産流通振興課）
◇「中山間地域等直接支払制度等に関する
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局農村政策部中山間地域振興課
中山間整備推進室）
◇シンポジウム「ここまでできた！お米の
研究最前線」の開催について（農林水産技
術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎
･基盤）室）

22日㈫◇山田農林水産大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇口蹄疫疫学調査チーム 第３回 検討会の
開催について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成22年度 獣医事審議会 第１回 計画
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇鳥取県森林組合連合会に対する森林組合
法に基づく必要措置命令の発出について
（林野庁林政部経営課）
◇平成22年３月下旬からの低温、降霜等に
よる被害農業者等に対する既貸付金の償還
猶予等について（経営局経営政策課災害総
合対策室）

23日㈬◇「平成22年度 第２回 食料・農業・農村
政策審議会 果樹部会」の開催及び一般傍
聴について（生産局生産流通振興課）
◇有機JASマークが付された有機農産物等
に「organic」等と表示してEU加盟諸国へ
輸出することが可能となったことについて
（消費・安全局表示・規格課）

24日㈭◇口蹄疫の疑似患畜の殺処分・と体の埋却
の完了について（消費・安全局動物衛生課）
◇「カルタヘナ議定書「責任と救済」に関
する 第３回 共同議長フレンズ会合」の結
果概要について（農林水産省大臣官房環境
バイオマス政策課、外務省国際協力局地球
環境課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて～「APEC開催記念キックオフシン
ポジウム」への出席～（大臣官房国際部国
際政策課）

25日㈮◇移動制限等解除に向けた清浄性確認検査
について（消費・安全局動物衛生課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第３回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振
興課畜産技術室）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年５月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年５
月）（総合食料局食糧部計画課）

26日㈯◇「第62回 国際捕鯨委員会（IWC）年次
会合」の結果について（水産庁資源管理部
遠洋課）

27日㈰◇都城市・日向市における清浄性確認検査
の進捗状況について（消費・安全局動物衛
生課）

28日㈪◇「第43回 コーデックス連絡協議会」の
概要について（農林水産省消費・安全局消
費・安全政策課、厚生労働省食品安全部企
画情報課国際食品室）

29日㈫◇都城市・日向市における清浄性確認検査
の進捗状況について（消費・安全局動物衛
生課）
◇獣医事審議会委員の公募について（消
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費・安全局畜水産安全管理課）
◇「平成21年度農林水産知的財産戦略総合
推進事業（農林水産分野における知的財産
に係る保護強化）」に関する事業報告書の
公表について（生産局知的財産課）
◇遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律に基づ
く学識経験者の名簿の作成及び公表につい
て（第一種使用等分）（農林水産省消費・
安全局農産安全管理課、環境省自然環境局
野生生物課外来生物対策室）
◇遺伝子組換え生物等の拡散防止措置の確
認にあたって意見を聴取する学識経験者の
名簿の作成及び公表について（第二種使用
等分）（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、消費・安全局農産安全管理
課）
◇「平成22年度 第１回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び傍聴に
ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇平成22年産 水稲の作柄表示地帯別10a当
たり平年収量について（大臣官房統計部生
産流通消費統計課）

30日㈬◇都城市・日向市の清浄性確認検査の結果
について（消費・安全局動物衛生課）
◇平成22年度 第２回 瀬戸内海東部カタク
チイワシ漁況予報（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター  瀬戸内海区水産研究所 業務推進部）

〈法令〉
６月２日㈬◇排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利

用の促進のための低潮線の保全及び拠点施
設の整備等に関する法律（法令第41号）を
公布（公布の日から起算して３月を超えな
い範囲内において政令で定める日から施行）

４日㈮◇口蹄疫対策特別措置法（法律第44号）を
公布（同日施行）
◇口蹄疫対策特別措置法施工令（政令第
146号）を公布（同日施行）
◇口蹄疫対策特別措置法施工規則（農林水
産省令第41号）を公布（同日施行）

18日㈮◇口蹄疫対策特別措置法施工令の一部を改
正する政令（政令第150号）を公布（同日

施行）
30日㈬◇工場立地法施行規則の一部を改正する省

令（財務省・厚生労働省・農林水産省・経
済産業省・国土交通省令第１号）を公布
（同日施行）
◇農業の担い手に対する経営安定のための
交付金の交付に関する法律施行規則の一部
を改正する省令（農林水産省令第42号）を
公布（同日施行）

７　月

７月１日㈬◇平成23年度 税制改正要望に係る御意見
の募集について（経営局総務課調整室）
◇山田農林水産大臣の国内出張について
（消費・安全局総務課）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「夏ベジプロジェクト2010」（夏野菜の
消費拡大）について（生産局生産流通振興
課）

２日㈮◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第３回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（総合食料局商品取引監理官）
◇農林水産分野における排出量取引推進の
ための新たな排出削減方法論のアイデア募
集について（大臣官房環境バイオマス政策
課）
◇浅野商事株式会社が販売した袋詰米穀の
不適正表示に対する措置について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇まぐろ類地域漁業管理機関 合同会合作
業部会（「混獲」・「漁業管理」合同作業部
会）の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇ウナギの産卵場生態調査の実施について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）

５日㈪◇西都市の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇宮崎県における口蹄疫の疑い事例の292
例目について（消費・安全局動物衛生課）
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６日㈫◇平成22年度 第２回 日本海海況予報（水
産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人
水産総合研究センター日本海区水産研究所
業務推進部）
◇「食料・農業・農村政策審議会」委員の
公募について（大臣官房政策課）
◇新潟県農業共済組合連合会に対する農業
災害補償法に基づく監督上必要な命令の発
出について（経営局保険監理官）

７日㈬◇「輸入植物検疫制度に関する意見・情報
交換会（第３回）」の開催及び傍聴につい
て（消費・安全局植物防疫課検疫対策室）
◇国富町の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）

８日㈭◇平成22年度「子ども霞が関見学デー」の
実施について（大臣官房情報評価課）
◇平成22年度病害虫発生予報第４号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇平成22年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」の新規採択課題の
決定について（農林水産技術会議事務局研
究推進課産学連携室）
◇食品安全委員会への食品健康影響評価の
依頼について（消費・安全局畜水産安全管
理課）

９日㈮◇平成22年度 新規委託プロジェクト研究
の実施について（農林水産技術会議事務局）
◇「口蹄疫に関する緊急調査研究」の研究
課題の公募について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）

12日㈪◇「森と湖に親しむ旬間」の実施について
（林野庁森林整備部治山課水源地治山対策
室）
◇「果樹農業振興基本方針」の公表につい
て（生産局生産流通振興課）

13日㈫◇「グリーンウェイブ2010」の実施結果に
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室）
◇「平成22年度 『田園自然再生活動コン
クール』」の募集について（農村振興局農
村政策部農村環境課農村環境対策室）

16日㈮◇平成22年７月15日の山口県における大雨
災害による被害農林業者等に対する資金の
円滑な融通、既貸付金の償還猶予等につい
て（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇平成22年度 第１回 太平洋スルメイカ長

期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター北
海道区水産研究所業務推進部）
◇「日・マーシャル漁業協議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成22年度 森林総合研究所営事業 事
後評価 技術検討会」の開催及び傍聴につ
いて（農村振興局整備部農地資源課）
◇口蹄疫発生に伴う関連対策の見直しにつ
いて（生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室、生産局畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策
室、生産局畜産部畜産企画課）
◇大雨に対する農作物の技術指導について
（生産局農業生産支援課、生産局畜産部畜
産振興課、生産局生産流通振興課）
◇「第３回 海洋立国推進功労者表彰」に
ついて（水産庁漁政部企画課、文部科学省
研究開発局海洋地球課、経済産業省資源エ
ネルギー庁資源・燃料部 政策課、国土交
通省海事人材政策課 海事振興企画室、環
境省地球環境局 環境保全対策課）
◇「第８回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
技術検討会（平成22年度 第３回）」の開催
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請件数
（６月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇「第４回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）

17日㈯◇高鍋町を中心に設定されている移動制限
の解除について（消費・安全局動物衛生課）

20日㈫◇平成22年７月12日からの広島県における
大雨災害による被害農林業者等に対する資
金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等に
ついて（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇「ここまで低コスト化・省力化が進んだ
東北の水稲直播栽培技術（地域マッチング
フォーラム）」の開催について（農林水産
技術会議事務局研究推進課、独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構東北農業
研究センター企画管理部情報広報課）
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◇「平成22年度 第２回 リスク管理検討
会」の開催及び傍聴について（消費・安全
局消費・安全政策課）

21日㈬◇「口蹄疫疫学調査チーム 第４回 検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇平成22年度 第２回 日本海スルメイカ長
期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター日
本海区水産研究所業務推進部）
◇日本海におけるクロマグロ仔稚魚分布調
査の実施について（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター）
◇「有機農業の推進に関する全国会議」の
開催及び傍聴について（生産局農業環境対
策課）

22日㈭◇「農業新技術2010解説編」の作成につい
て（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇平成22年度病害虫発生予報第５号（水稲
特集）の発表について（消費・安全局植物
防疫課）
◇平成19年に輸入された非食用米穀の不適
正流通について（総合食料局食糧部計画
課、総合食料局食糧部食糧貿易課）

23日㈮◇山田農林水産大臣の国内出張について
（経営局経営政策課災害総合対策室、林野
庁森林整備部治山課山地災害対策室）
◇宮崎市の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇農作業中における熱中症による事故防止
の指導の徹底について（生産局農業生産支
援課）
◇「農業者大学校の今後のあり方に関する
意見交換会」の開催及び傍聴について（経
営局人材育成課）
◇「オフセット・クレジット（J-VER）制
度」における対象プロジェクトの追加につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇「口蹄疫に関する緊急調査研究」の研究
課題の決定について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）
◇韓国刺し網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇ウメ輪紋ウイルス（プラムポックスウイ
ルス）による植物の病気の発生調査の結果

と対応状況について（消費・安全局植物防
疫課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）

24日㈯◇台湾刺し網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）

26日㈪◇国内産米穀の卸・小売価格の概況 （平成
22年６月）について（総合食料局食糧部計
画課）

27日㈫◇「エコファーマー」の認定状況（平成22
年３月末現在）について（生産局農業環境
対策課）
◇平成22年度 地域産学連携支援委託事業
の実施体制について（農林水産技術会議事
務局研究推進課産学連携室）
◇「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るた
めの基本方針」の公表について（生産局畜
産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇「家畜改良増殖目標」及び「鶏の改良増
殖目標」の公表について（生産局畜産部畜
産振興課）
◇「第１回口蹄疫対策検証委員会」の開催
について（消費・安全局総務課）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年６
月）（総合食料局食糧部計画課）

28日㈬◇英国ノース・ヨークシャー州からの家き
んの輸入停止措置について（消費・安全局
動物衛生課国際衛生対策室）

29日㈭◇平成22年度 第１回 太平洋イワシ・ア
ジ・サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター  中央水産研究所  業務推進部）
◇「日・マーシャル漁業協議」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

30日㈮◇郡司農林水産副大臣の国内出張について
（農林水産技術会議事務局技術政策課）
◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省商務情報政策局商務課）
◇「獣医師法第８条第２項の規定」に基づ
く獣医師の業務停止処分について（消費・
安全局畜水産安全管理課）
◇「平成22年産水稲の西南暖地における早
期栽培等の作柄概況（７月15日現在）」に
ついて（大臣官房統計部生産流通消費統計
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課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年６月１日～平成22年６
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇バイオマスタウンの公表（第43回）
（大臣官房環境バイオマス政策課バイオマ
ス推進室）
◇「第９回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）

〈法令〉
７月１日㈭◇米国の出荷販売事業者が遵守すべき事項

を定める省令の一部を改正する省令（農林
水産省令第43号）を公布（同日施行）

16日㈮◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第３号）
を公布（同日施行）

28日㈬◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令及び特定大臣許可漁業等の取締りに関す
る省令の一部を改正する省令（農林水産省
令第44号）を公布（平成22年８月１日から
施行）
◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第45号）を公布（同日施
行）

30日㈮◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第46号）を公布（同日施
行）

８　月

８月２日㈪◇農林水産分野のカーボンフットプリント
表示モデル事業における参加者の募集につ
いて（大臣官房環境バイオマス政策課）

３日㈫◇平成22年度 北西太平洋サンマ長期漁海
況予報（水産庁増殖推進部漁場資源課、独
立行政法人水産総合研究センター東北区水

産研究所業務推進部）
◇「第３回地産地消給食等メニューコンテ
スト」の表彰候補の募集について（生産局
技術普及課）

６日㈮◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in北陸」の開催について（農林水産省大臣
官房環境バイオマス政策課、北陸農政局企
画調整室）
◇商品先物市場に関する米国との情報交換
の枠組みの強化について（農林水産省総合
食料局商品取引監理官、経済産業省商務情
報政策局商務課）
◇「地方農政局長会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇国立大学法人岐阜大学における委託研究
に係る不適正な経理処理に対する措置につ
いて（農林水産技術会議事務局総務課）

10日㈫◇「2010年 秋の農作業安全確認運動」の
実施について（生産局農業生産支援課）
◇遺伝子組換えダイズの第一種使用等に関
する承認に先立っての意見・情報の募集
（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇台湾はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇平成21年度食料自給率等について（大臣
官房食料安全保障課）

11日㈬◇平成21年度農林水産省所管特例民法法人
に対する立入検査の実施状況について（大
臣官房文書課）
◇台風第４号の接近及び通過並びに高温等
に対する技術指導の徹底について（生産局
農業生産支援課、生産局畜産部畜産振興
課、生産局生産流通振興課、生産局畜産部
畜産企画課）
◇シンポジウム「環境保全型農業の取り組
みの効果を計る」の開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（環境）室、
（独）農業環境技術研究所 生物多様性研究
領域）
◇「平成22年度 獣医事審議会 第２回 計画
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）

12日㈭◇「平成22年度 第２回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び傍聴に
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ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室）
◇「市町村長から鳥獣害対策等に係る提言
を頂く会」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「2011 国際森林年」について（林野庁
森林整備部計画課海外林業協力室）
◇山田農林水産大臣の国内出張について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇平成22年度病害虫発生予報第６号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第７回 森林・林業基本政策検討委員
会 公開ヒアリング」の開催等について
（林野庁林政部企画課）

13日㈮◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in中国四国」の開催について（大臣官房環
境バイオマス政策課、中国四国農政局企画
調整室）
◇「アジア森林パートナーシップ（AFP） 
第９回 会合」の結果概要について（林野
庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇「緑と水の環境技術革命総合戦略（骨
子）」の策定について（大臣官房環境バイ
オマス政策課バイオマス推進室）
◇小泉武夫客員研究員講演会「温故知新－
消えた「食」からの再考とヒント－」の開
催について（農林水産政策研究所、農林水
産政策研究所広報資料課）

16日㈪◇「平成22年 第１回 農林水産省政策評価
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

17日㈫◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（農村振興局整備部農村整備官）
◇「第２回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

18日㈬◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in北海道」の開催について（大臣官房環境
バイオマス政策課、北海道農政事務所農政
推進課企画調整グループ）
◇株式会社オールライフサービスにおける
有機JASマークの不正格付に対する措置に
ついて（消費・安全局表示・規格課食品表
示・規格監視室）
◇有限会社ジェイネットにおける不適正表

示に対する措置について（消費・安全局表
示・規格課食品表示・規格監視室）
◇天皇海山海洋環境調査の実施について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産大学校）
◇トルコ産グレープフルーツの生果実の輸
入解禁について（消費・安全局植物防疫課）

19日㈭◇「第２回 食料・農業・農村政策審議会 
食品産業部会 懇談会」の開催及び傍聴に
ついて（総合食料局総務課政策推進室、総
合食料局食品産業企画課）
◇生物多様性条約  第10回締約国会議
（COP10）及びカルタヘナ議定書 第５回締
約国会議（MOP５）日本政府公式ウェブ
サイトの開設について（農林水産省大臣官
房環境バイオマス政策課、外務省国際協力
局）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in東北」の開催について（大臣官房環境バ
イオマス政策課、東北農政局農村計画部資
源課）

20日㈮◇平成22年度科学技術振興調整費による口
蹄疫対策に資する緊急研究について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室）
◇「食料・農業・農村政策審議会（第23
回）」の開催及び傍聴について（大臣官房
政策課）
◇「日・パプアニューギニア漁業協議」の
開催について（水産庁資源管理部国際課）
◇平成22年産水田・畑作経営所得安定対策
加入申請状況について（経営局経営政策課
経営安定対策室）
◇集落営農の解散、脱退等に関する実態把
握結果について（経営局経営政策課）
◇「平成二十二年六月十一日から七月十九
日までの間の豪雨による災害についての激
甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指
定に関する政令」について（経営局経営政
策課災害総合対策室）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請状況
（７月末現在）について（生産局農業生産
支援課）
◇第二期北西太平洋鯨類捕獲調査船団の入
港について（沖合調査）（水産庁資源管理
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部遠洋課）
23日㈪◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛

生部会 第15回牛豚等疾病小委員会 及び 口
蹄疫疫学調査チーム 第５回 検討会」 の合
同開催について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第３回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第２回 課
長級協議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇遺伝子組換え植物実態調査結果（平成18
年～平成20年分）について（消費・安全局
農産安全管理課）
◇「第３回 バイオマス活用推進 専門家会
議」の開催について（大臣官房環境バイオ
マス政策課）

24日㈫◇平成22年度食品事業者表示適正化技術講
座の開催について（消費・安全局表示・規
格課食品表示・規格監視室）
◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇我が国から台湾へ輸出したもも生果実か
ら台湾側の輸入植物検査でモモシンクイガ
が発見された件について（消費・安全局植
物防疫課）

25日㈬◇口蹄疫の疫学調査に係る中間的整理につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇口蹄疫発生農場及びワクチン接種農場に
おける家畜の再導入への取組みについて
（消費・安全局動物衛生課）
◇山田農林水産大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in関東」の開催について（大臣官房環境バ
イオマス政策課、関東農政局企画調整室）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「農林
水産業と生物多様性に関するシンポジウム
in近畿」の開催について（大臣官房環境バ
イオマス政策課、近畿農政局企画調整室）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年７
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年７月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇郡司副大臣の国内出張について（生産局

生産流通振興課）
◇佐々木農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）

26日㈭◇「第４回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「水産政策審議会 第23回 漁港漁場整備
分科会」の開催について（水産庁漁港漁場
整備部計画課）

27日㈮◇カツオ・マグロ類の保存管理強化に向け
た日中間の協力について（水産庁資源管理
部国際課）
◇違法伐採対策に関する日中覚書の実質合
意について（林野庁林政部木材利用課木材
貿易対策室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年７月１日～平成22年７
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇「汚水処理施設連携整備事業の実施状況
等」について（農林水産省農村振興局整備
部農村整備官、国土交通省下水道部下水道
事業課、環境省大臣官房廃棄物・リサイク
ル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室）
◇「平成21年度末の汚水処理人口普及状
況」について（農林水産省農村振興局整備
部農村整備官、国土交通省下水道部下水道
事業課、環境省大臣官房廃棄物・リサイク
ル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室）
◇戸別所得補償に関するアンケート調査の
結果について（大臣官房戸別所得補償制度
推進チーム、生産局農業生産支援課、大臣
官房情報評価課）

30日㈪◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第２回 課
長級協議」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇第２回「口蹄疫に関する緊急調査研究」
の研究課題の公募について（農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室）

31日㈫◇平成23年度農林水産予算概算要求の概要
（大臣官房予算課）
◇平成23年度農林水産関連税制改正要望
（経営局総務課調整室）
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◇平成23年度組織・定員要求の主要事項に
ついて（総合食料局総務課、消費・安全局
総務課）
◇「獣医療を提供する体制の整備を図るた
めの基本方針」の公表について（消費・安
全局畜水産安全管理課）
◇「平成21年度 森林病害虫被害量実績」
について（林野庁森林整備部研究・保全課
森林保護対策室）
◇「平成22年産水稲の８月15日現在におけ
る作柄概況」について（大臣官房統計部生
産流通消費統計課）
◇「農作業安全確認運動推進会議」の開催
について（生産局農業生産支援課）
◇舟山農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（大臣官房国際部国際政策課）

〈法令〉
８月３日㈫◇対内直接投資等に関する命令の一部を改

正する命令（内閣府・総務省・財務省・文
部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済
産業省・国土交通省・環境省令第２号）を
公布（同日施行）

６日㈮◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造
を行う事業の促進に関する法律の施行期日
を定める政令（政令第182号）を公布（同
日施行）
◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造
を行う事業の促進に関する法律施行令（政
令第183号）を公布（法の施行の日（平成
22年８月16日）から施行）

12日㈭◇農業信用基金協会の事業報告書、貸借対
照表及び損益計算書並びに計算に関する命
令の一部を改正する命令（内閣府・農林水
産省令第４号）を公布（農業経営に関する
金融上の措置の改善のための農業改良資金
助成法等の一部を改正する法律（平成22年
法律第23号）の施行の日（平成22年10月１
日）から施行）

13日㈮◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造
を行う事業の促進に関する法律に基づく特
定事業計画の認定等に関する省令（農林水
産省・経済産業省・国土交通省第１号）を
公布（法の施行の日（平成22年８月16日）
から施行）

18日㈬◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第47号）を公布（同日施
行）

25日㈬◇平成22年６月11日から７月19日までの間
の豪雨による災害についての激甚災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する
政令（政令第190号）を公布（同日施行）

26日㈭◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令第48号）を公布（同日施行）

９　月

９月１日㈬◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第４回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する 第９回 関係国・地域間協議」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇農協系統金融機関の平成21事業年度末に
おけるリスク管理債権等の状況について
（経営局金融調整課）
◇漁協系統金融機関の平成21事業年度末に
おけるリスク管理債権等の状況について
（水産庁漁政部水産経営課）
◇「第６回 日中漁業取締実務者協議」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「平成21年地球温暖化影響調査レポー
ト」の公表について（生産局農業環境対策
課）
◇「日・パプアニューギニア漁業協議」の
結果について（水産庁資源管理部国際課）

２日㈭◇「第10回 農地・水・環境保全向上対策 
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（農村振興局整備部農地資源課農地・水・
環境保全対策室）
◇「平成21年度国有林野の管理経営に関す
る基本計画の実施状況」及び「平成21年度
国有林野事業の決算概要」について（林野
庁国有林野部経営企画課、林野庁国有林野
部管理課）
◇「第７回 国際植物防疫条約に関する国
内連絡会」の開催について（消費・安全局
植物防疫課検疫対策室）
◇調味料中の３-MCPD含有実態調査の結
果について（消費・安全局消費・安全政策
課）
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３日㈮◇宮崎県における移動制限解除後の清浄性
確認検査の実施について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 甘味資
源部会」の開催及び傍聴について（生産局
生産流通振興課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC） 第６回 北小委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第５回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇水稲の作柄に関する委員会（平成22年産
第１回）の意見について（大臣官房統計部
生産流通消費統計課）
◇暑熱による畜産関係被害状況と技術指導
の徹底について（生産局畜産部畜産企画課
畜産総合推進室、生産局畜産部畜産振興課
畜産技術室）

６日㈪◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置の解除について（消費・安全局動
物衛生課国際衛生対策室）
◇「第６回 日中漁業取締実務者協議」の
結果について（水産庁資源管理部管理課）
◇「農業新技術200X」現地検討会inさい
たま ～ナシの樹体ジョイント技術～ の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課、関東農政局生産経営流通部農産課）
◇「2010年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調
査（JARPNII）沿岸域鯨類捕獲調査（釧
路沖）」の開始について（水産庁資源管理
部遠洋課）

７日㈫◇台風の接近及び通過並びに高温等に対す
る技術指導の徹底について（生産局農業生
産支援課、生産局畜産部畜産振興課草地整
備推進室、生産局畜産部畜産振興課畜産技
術室、生産局生産流通振興課）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 （第４回）」の開催について（農林水産
省農村振興局整備部農村整備官、国土交通
省下水道部下水道事業課、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄
化槽推進室、環境省水・大気環境局水環境
課）
◇「2010年世界農林業センサス結果の概要
（暫定値）（平成22年２月１日現在）」につ
いて（大臣官房統計部経営・構造統計課セ

ンサス統計室）
８日㈬◇「第６回 口蹄疫対策検証委員会」の開

催について（消費・安全局総務課）
◇農林水産分野のカーボンフットプリント
表示モデル事業における参加者の再募集に
ついて（大臣官房環境バイオマス政策課）

９日㈭◇「日・インド経済連携協定締結交渉」の
大筋合意について（大臣官房国際部国際経
済課経済連携チーム）
◇「森林（もり）づくり活動についてのア
ンケート」集計結果について（林野庁森林
整備部研究・保全課森林保全推進室）
◇台湾刺し網漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇口蹄疫に関する机上防疫演習の実施につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇平成22年度病害虫発生予報第７号の発表
について（消費・安全局植物防疫課）
◇「水産政策審議会 第47回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）

10日㈮◇「第４回 グリーン・ツーリズム推進連
絡会議」の開催について（農村振興局農村
政策部都市農村交流課）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第６回 北小委員会」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇平成21年の特用林産物の生産動向等につ
いて（林野庁林政部経営課特用林産対策室）
◇国立大学法人 山口大学における委託研
究に係る不適正な経理処理に対する措置に
ついて（農林水産技術会議事務局総務課）
◇ユウキ食品 株式会社における加工食品
（調味料）の不適正表示に対する措置につ
いて（消費・安全局表示・規格課食品表
示・規格監視室）
◇株式会社 スーパー九州屋における加工
食品（うなぎ蒲焼き）の不適正表示に対す
る措置について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇平成20年度農業・食料関連産業の経済計
算（速報）について（大臣官房情報評価課
情報分析・評価室）
◇肉骨粉適正処分対策事業に係る農畜産業
振興機構への指示等について（生産局畜産
部食肉鶏卵課）
◇「平成22年度 第２回 木材需給会議」の
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開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
（水産庁漁港漁場整備部整備課）
◇米国産牛肉に関する日米間の技術的会合
の開催について（農林水産省消費･安全局
動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安
全部監視安全課）

13日㈪◇「農地・水・環境保全向上対策の中間評
価」について（農村振興局整備部農地資源
課農地・水・環境保全対策室）
◇平成22砂糖年度・平成22でん粉年度にお
ける価格調整制度の各種指標の決定及び糖
価調整制度の安定的な運営に向けた取組に
ついて（生産局生産流通振興課）
◇「農林物資規格調査会部会（平成22年
度第１回）」の開催及び傍聴について（消
費・安全局表示・規格課）
◇「第７回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

14日㈫◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する 第９回 関係国・地域間協議」の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇「第５回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇日本海におけるクロマグロ仔稚魚分布調
査の結果について（水産庁増殖推進部漁場
資源課、独立行政法人水産総合研究セン
ター経営企画部広報室）
◇平成22年度「農業技術の匠」の募集につ
いて（生産局技術普及課）

15日㈬◇口蹄疫対策検証委員会における「これま
での議論の整理」について（消費・安全局
総務課）

16日㈭◇暑熱による畜産関係被害状況と技術指導
の徹底について（生産局畜産部畜産企画課
畜産総合推進室、畜産振興課畜産技術室）
◇「第44回 コーデックス連絡協議会」の
開催及び一般傍聴の募集について（厚生労
働省医薬食品局食品安全部 企画情報課国
際食品室、農林水産省消費・安全局消費・
安全政策課）
◇宮城県森林組合連合会に対する森林組合
法に基づく必要措置命令の発出について
（林野庁林政部経営課）

◇「外食事業者の国産農産物の利用等に関
するアンケート調査結果」について（総合
食料局食品産業振興課、総合食料局食品産
業振興課外食産業室）
◇米国産牛肉に関する日米間の技術的会合
の概要について（農林水産省消費・安全局
動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安
全部監視安全課）

17日㈮◇平成22年度 第２回 太平洋スルメイカ長
期漁況予報（水産庁増殖推進部漁場資源
課、独立行政法人水産総合研究センター北
海道区水産研究所業務推進部）
◇「太平洋クロマグロの資源管理に関する
全国会議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局生産流通振興課）
◇シンポジウム「農産物・食品機能性研究
の最前線」の開催について（農林水産技術
会議事務局研究開発官（食料戦略）室、農
林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「第６回 路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「全国資源評価会議」の開催について
（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇生物多様性条約第10回締約国会議等にお
けるカーボン・オフセットに用いるクレ
ジットの公募について（農林水産省大臣官
房環境バイオマス政策課、外務省国際協力
局生物多様性条約COP10日本準備事務局）

21日㈫◇中国向け乳製品の輸出再開について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第３回「地産地消の仕事人」の選定結果
について（生産局技術普及課）
◇「農業資材審議会 農薬分科会 特定農薬
小委員会」及び「中央環境審議会 土壌農
薬部会 農薬小委員会 特定農薬分科会」と
の合同会合（第11回）の開催及び傍聴につ
いて（消費・安全局農産安全管理課農薬対
策室）

22日㈬◇「第１回 農山漁村車座懇談」について
（９月25日 鹿野農林水産大臣以下政務三役
の新潟県出張）（大臣官房政策課、北陸農
政局企画調整室、新潟農政事務所総務課）
◇宮崎県における移動制限解除後の清浄性
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確認検査の結果について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「第８回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

24日㈮◇カナダにおける食肉処理施設の定期査察
及びカナダ産牛肉に関する日加間の技術的
会合の実施について（農林水産省消費・安
全局動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食
品安全部監視安全課）
◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC） 
第81回 年次会合」の開催について（水産
庁資源管理部国際課）
◇第９回 森の“聞き書き甲子園”参加高
校生と「森の名手・名人」の組み合わせに
ついて（林野庁森林整備部研究・保全課森
林保全推進室、森の“聞き書き甲子園”実
行委員会事務局）
◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年８
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇国内産米穀の卸・小売価格の概況（平成
22年８月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇平成22年度 経済危機対応・地域活性化
予備費の農林水産分野における活用につい
て（大臣官房予算課）

27日㈪◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
（生産局生産流通振興課）
◇少子・高齢化の進展の下における我が国
の食料支出額の将来試算（農林水産政策研
究所）

28日㈫◇「第９回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇農林水産・食品産業分野におけるコー
ディネーター人材育成研修の実施について
（農林水産技術会議事務局研究推進課産学
連携室）

29日㈬◇「地方農政局長等会議」の開催について
（大臣官房地方課）
◇アラブ首長国連邦（UAE）向け牛肉の
輸出再開について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年８月１日～平成22年８
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術

室）
◇「農の雇用事業」の募集を開始します
（平成22年度 第２回）（農林水産省経営局
人材育成課、全国農業会議所（全国新規就
農相談センター））
◇平成22年度「木づかい推進月間」及び木
づかいロゴマークのリニューアルについて
（林野庁林政部木材利用課、財団法人日本
木材総合情報センター）
◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて（大臣官房国際部国際協力課）

30日㈭◇「平成22年産水稲の作付面積及び９月15
日現在における作柄概況」について（大臣
官房統計部生産流通消費統計課）
◇ウナギ産卵場生態調査の結果について
（水産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政
法人水産総合研究センター）
◇平成21年度末の漁村における汚水処理人
口普及率について（水産庁漁港漁場整備部
防災漁村課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請状況
（８月末現在）について（生産局農業生産
支援課）

〈法令〉
９月１日㈬◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令

の一部を改正する省令（農林水産省令第49
号）を公布（同日施行）

10日㈮◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の
規制に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法令の整備及び経過措置に
関する政令（政令第196号）を公布（改正
法の施行の日（平成23年１月１日）から施
行）

14日㈫◇公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律の施行期日を定める政令（政
令第202号）を公布（同日施行）
◇公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律施行令（政令第203号）を公
布（法の施行の日（平成22年10月１日）か
ら施行）

21日㈫◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令の一部を改正する命令（内閣府・農林
水産省令第５号）を公布（同日施行）

27日㈪◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
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る省令及び水産業協同組合法施行規則の一
部を改正する省令の一部を改正する省令
（農林水産省令第50号）を公布（同日施行）

30日㈭◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す
る命令（内閣府・農林水産省令第６号）を
公布（同日施行）
◇公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律施行規則（農林水産省令第51
号）を公布（法の施行の日（平成22年10月
１日）から施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第52号）を公布（平成22
年10月１日から施行）
◇株式会社日本政策金融公庫の会計に関す
る省令の一部を改正する省令（財務省・厚
生労働省・農林水産省・経済産業省令第２
号）を公布（同日施行）

10　月

10月１日㈮◇「第５回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連絡
会議の開催等について（林野庁森林整備部
研究・保全課、環境省自然環境局自然環境
計画課）
◇「平成22年度『田園自然再生活動コン
クール』」の選賞及び表彰式の開催につい
て（農村振興局農村政策部農村環境課農村
環境対策室）
◇「アグリビジネス創出フェア2010」の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課産学連携室）
◇第２回「口蹄疫に関する緊急調査研究」
の研究課題の決定について（農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携室）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
（林野庁森林整備部研究・保全課森林保全
推進室）
◇「知的財産総合相談窓口」の設置につい
て（生産局知的財産課）
◇「６次産業化の推進に関するワンストッ
プ総合受付窓口」の設置について（総合食
料局食品産業企画課、生産局生産流通振興
課）

２日㈯◇「全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）
第81回 年次会合」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

４日㈪◇「第５ 回農業生産工程管理（GAP）の
共通の基盤づくりに関する検討会」の開催
について（生産局技術普及課）
◇「第10回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 課
長級協議」の開催について（水産庁資源管
理部国際課）
◇カナダ産牛肉に関する日加間の技術的会
合の概要について（農林水産省消費・安全
局動物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品
安全部監視安全課）
◇「ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討
会」の開催について（消費・安全局植物防
疫課）

５日㈫◇平成22年度 第３回 日本海海況予報（水
産庁増殖推進部漁場資源課、独立行政法人
水産総合研究センター日本海区水産研究所
業務推進部）
◇委託プロジェクト研究「低コストで質の
良い加工・業務用農産物の安定供給技術の
開発」成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）
室、独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構）
◇水稲の作柄に関する委員会（平成22年産 
第２回）の意見について（大臣官房統計部
生産流通消費統計課）
◇「第４回 国産材の加工・流通・利用検
討委員会」の開催及び傍聴について（林野
庁林政部木材産業課）

６日㈬◇戸別所得補償モデル対策の交付金支払時
期と交付事務の流れについて（生産局農業
生産支援課戸別所得補償実施チーム）
◇株式会社 山陽マルナカが販売した生鮮
水産物の原産地の不適正表示に対する措置
について（消費・安全局表示・規格課食品
表示・規格監視室）
◇国際獣疫事務局（OIE）に対する口蹄疫
清浄ステータスの回復のための申請につい
て（消費・安全局動物衛生課国際衛生対策
室）

７日㈭◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
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資源管理部管理課）
◇平成22年度 病害虫発生予報 第８号の発
表について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第８回森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）

８日㈮◇篠原農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇「南東大西洋漁業機関（SEAFO）第７
回 年次会合」の開催について（水産庁資
源管理部国際課）
◇研究成果発表会「食品表示の真偽を知る
技術開発と健康増進に向けた食品の機能性
の解明」の開催について（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、独立行政法人 農業・食品産業技
術総合研究機構 食品総合研究所）
◇研究成果発表会「食の安全を求めて～農
場から食卓まで～」の開催について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室、独立行政法人 農業環
境技術研究所）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 課
長級協議」の結果について（水産庁資源管
理部国際課）
◇「日ロ漁業取締専門家会議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて ～「ちくさんフードフェア2010」
への出席～（生産局畜産部食肉鶏卵課）
◇「第９回 日中海洋生物資源専門家小委
員会」の開催について（水産庁資源管理部
国際課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について～
「MOP ５」への出席～（大臣官房環境バ
イオマス政策課）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 
第17回 拡大委員会 年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「2010年度 第二期 北西太平洋鯨類捕獲
調査 沿岸域鯨類捕獲調査（釧路沖）」の結
果について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇「野菜出荷安定対策本部」の設置につい
て（生産局生産流通振興課）
◇「口蹄疫疫学調査チーム 第６回 検討
会」の開催について（消費・安全局動物衛

生課）
12日㈫◇「気候変動枠組条約次期枠組みに関する

特別作業部会」の開催結果について（大臣
官房環境バイオマス政策課、林野庁森林整
備部研究・保全課、林野庁森林整備部計画
課）
◇「2011 国際森林年」日本語ロゴマーク
について（林野庁森林整備部計画課海外林
業協力室）
◇シンガポール向け牛肉及び豚肉の輸出再
開について（消費・安全局動物衛生課国際
衛生対策室）
◇「第11回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「23年漁期TAC設定に関する意見交換
会（まあじ、まいわし、するめいか）」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「平成22年度 磯焼け対策全国協議会」
の開催について（水産庁漁港漁場整備部整
備課）

13日㈬◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇「第１回 野菜出荷安定対策本部」の開
催について（生産局生産流通振興課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて～ 2010年花の万博記念「コスモス国
際賞」授賞式への出席～（生産局生産流通
振興課花き産業振興室）
◇「農業者大学校の今後のあり方に関する
意見交換会（第２回）」の開催及び傍聴に
ついて（経営局人材育成課）

14日㈭◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて～「MOP５」閉会式及びシンポジ
ウムへの出席～（大臣官房環境バイオマス
政策課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食品産
業部会（第６回）」の開催及び傍聴につい
て（総合食料局総務課政策推進室、総合食
料局流通課卸売市場室）
◇「食料の供給に関する特別世論調査」結
果の公表について（大臣官房食料安全保障
課）
◇〈COP10パートナーシップ事業〉「平成
22年度 田園自然再生セミナー」の開催に
ついて（農村振興局農村政策部農村環境課
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農村環境対策室）
15日㈮◇「カルタヘナ議定書第５回締約国会議

（COP-MOP５）」の結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課）
◇「みなみまぐろ保存委員会（CCSBT） 
第17回 拡大委員会 年次会合」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「第７回 路網・作業システム検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁森林
整備部整備課）
◇「第６回 森林組合改革・林業事業体育
成検討委員会」の開催及び傍聴について
（林野庁林政部経営課）
◇「第20回 FAO 林業委員会」の結果につ
いて（林野庁森林整備部計画課海外林業協
力室）
◇「第９回 日中海洋生物資源専門家小委
員会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について～
APEC食料安全保障担当大臣会合出席～
（大臣官房国際部国際政策課）
◇「日ロ漁業取締専門家会議」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

17日㈰◇APEC食料安全保障担当大臣会合の結果
概要（大臣官房国際部国際政策課対外政策
調整室）

18日㈪◇韓国からの家きん及び家きん肉等の輸入
停止措置について（消費・安全局動物衛生
課国際衛生対策室）
◇「南東大西洋漁業機関（SEAFO）第７
回 年次会合」の結果について（水産庁資
源管理部国際課）
◇田名部 農林水産大臣政務官の国内出張
について～ COP10サイドイベントへの出
席について～（林野庁国有林野部経営企画
課）
◇「第12回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

19日㈫◇「森林保全と気候変動に関する閣僚級会
合」の開催について（林野庁森林整備部計
画課海外林業協力室）
◇平成22年度（第49回）農林水産祭天皇杯
等の選賞について（農林水産省大臣官房総
務課、（財）日本農林漁業振興会）
◇〈2011 国際森林年関連事業〉国際森林

映画祭の作品募集について（林野庁、林野
庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇稲作農家に対する資金の円滑な融通、既
貸付金の償還猶予等の関係機関に対する要
請について（経営局金融調整課）
◇「日・ナウル漁業協議」の開催について
（水産庁資源管理部国際課）
◇平成22年度 全国優良経営体表彰の発表
について（農林水産省経営局経営政策課、
全国担い手育成総合支援協議会事務局担い
手・経営対策部）
◇「第１回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）

21日㈭◇平成22年10月20日の鹿児島県における大
雨災害による、被害農林漁業者等に対する
資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等
について（経営局経営政策課災害総合対策
室）
◇「第６回 人材育成検討委員会」の開催
及び傍聴について（林野庁森林整備部研
究・保全課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について 
～「第16回全国棚田（千枚田）サミット」
への出席について～（農村振興局農村政策
部中山間地域振興課中山間整備推進室、関
東農政局整備部地域整備課）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会
（第10回）」の開催及び傍聴について（生産
局農業生産支援課）

22日㈮◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて ～「第10回アセアン及び日中韓農
林大臣（AMAF+ ３）会合出席」～（大
臣官房国際部国際経済課経済連携チーム）
◇「口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザ
に関する家畜防疫検討会」の開催について
（消費・安全局動物衛生課）
◇平成22年度 我が国周辺水域の資源評
価」の公表について（水産庁増殖推進部漁
場資源課）
◇平成22年度 第１回 対馬暖流系アジ・サ
バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター 西海区水産研究所 業務推進部）
◇「農業経営統計調査 平成21年産 米生産
費」について（大臣官房統計部経営・構造
統計課）
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◇「第６回 『美の里（びのさと）づくりコ
ンクール』」の募集について（農村振興局
農村政策部都市農村交流課）
◇「林政審議会」委員の公募について（林
野庁林政部林政課）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR）第29回 年次会合」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇台風第９号による神奈川県足柄上郡山北
町及び静岡県駿東郡小山町の災害について
の局地激甚災害の指定について（経営局経
営政策課災害総合対策室）

25日㈪◇麦製品等の取引価格の推移（平成22年９
月）（総合食料局食糧部計画課）
◇「日・ソロモン漁業協議」の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇2010年（第４回）「若手外国人農林水産
研究者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局国際
研究課）
◇「瀬戸内海広域漁業調整委員会」の開催
について（水産庁資源管理部管理課、瀬戸
内海広域漁業調整委員会事務局）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて ～「第33回 全国土地改良大会」への
出席～（農村振興局整備部設計課）

26日㈫◇国内産米穀の卸・小売価格の概要（平成
22年９月）について（総合食料局食糧部計
画課）
◇「卸売市場整備基本方針」の公表につい
て（総合食料局流通課卸売市場室）
◇「水田作地域における集落営農組織等の
動向に関する分析」研究成果の公表につい
て（農林水産政策研究所）
◇農林水産知的財産ネットワークシンポジ
ウム2010 ～農林水産知的財産の活用によ
る地域の活性化～（農林水産技術会議事務
局研究推進課、農林水産知的財産ネット
ワーク事務局（（社）農林水産技術情報協
会内））
◇平成22年度 農林水産関係補正予算の概
要について（大臣官房予算課）
◇「第１回 漁港のエコ化推進のための技
術検討会」の開催について（水産庁漁港漁
場整備部計画課）

27日㈬◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ

いて～「第４回世界お茶まつり」開会式式
典への出席～（生産局生産流通振興課特産
農産物対策室）
◇「森林保全と気候変動に関する閣僚級会
合」の結果について（林野庁森林整備部計
画課海外林業協力室）
◇「メバチ混獲回避技術観察調査」の実施
について（水産庁増殖推進部漁場資源課、
独立行政法人水産総合研究センター）
◇「第２回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）

28日㈭◇商品取引員に対する行政処分について
（農林水産省総合食料局商品取引監理官、
経済産業省商務情報政策局商務課）
◇総合的な取引所検討チームの発足につい
て（総合食料局商品取引監理官）
◇「第４回 国産野菜の生産・利用拡大優
良事業者表彰」の募集について（生産局生
産流通振興課流通加工対策室）
◇台風第14号の接近に伴う農作物等の被害
防止に向けた技術指導の徹底について（生
産局農業生産支援課、生産局畜産部畜産振
興課草地整備推進室、生産局生産流通振興
課、生産局畜産部畜産企画課）
◇「平成22年産水稲の作付面積及び予想収
穫量（10月15日現在）」について（大臣官
房統計部生産流通消費統計課）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
９月）（総合食料局食糧部計画課）
◇戸別所得補償モデル対策の加入申請状況
（確定値）について（生産局農業生産支援
課）

29日㈮◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業に関する協定」に基づく日ロ政府間協
議の開催について（水産庁資源管理部国際
課）
◇「 北 太 平 洋 溯 河 性 魚 類 委 員 会
（NPAFC）第18回 年次会議」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年９月１日～平成22年９
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室個体識別システム活用班）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
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いて～かんしょ生産者等との意見交換な
ど～（生産局生産流通振興課、 九州農政局 
生産経営流通部 園芸特産課）
◇「第13回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇JAS法に基づく指示・公表の指針の運用
改善等について（消費・安全局表示・規格
課）
◇暑熱による畜産関係被害状況について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進
室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術室）

30日㈯◇「生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）」の結果について（大臣官房環
境バイオマス政策課）

〈法令〉
10月１日㈮◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同

組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第53号）を公布（同日施行）
◇主要食糧の需給及び価格の安定に関する
法律施行規則の一部を改正する省令（農林
水産省令第54号）を公布（平成22年10月１
日から施行）

５日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第55号）を公布（同日施
行）

12日㈫◇商品取引所法施行規則の一部を改正する
省令（農林水産省・経済産業省令第４号）
を公布（同日施行）

15日㈮◇商品取引所法及び商品投資に係る事業の
規制に関する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う農林水産省・経済産業省関係省
令の整備及び経過措置に関する省令（農林
水産省・経済産業省令第５号）を公布（改
正法の施行の日（平成23年１月１日）から
施行）

11　月

11月１日㈪◇「平成22年度 第３回 生物多様性影響評
価検討会 総合検討会」の開催及び傍聴に
ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇日本海の暫定水域周辺での韓国漁船の重

点取締について（水産庁資源管理部管理課）
◇産学官連携支援シンポジウム～農林水
産・食品研究における新しい連携の形～の
開催について（農林水産技術会議事務局研
究推進課産学連携室）

２日㈫◇「日・ナウル漁業協議」の結果について
（水産庁資源管理部国際課）
◇「日・ソロモン漁業協議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇平成22年度（第49回）農林水産祭「実り
のフェスティバル」の開催について（農林
水産省大臣官房総務課、（財）日本農林漁
業振興会）

４日㈭◇「農林水産省における業務改善等の取組
状況に関する意識・意向調査結果」につい
て（大臣官房政策課、大臣官房情報評価課）
◇第９回「森林・林業基本政策検討委員
会」の開催及び傍聴について（林野庁林政
部企画課）
◇「第３回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）
◇田名部農林水産大臣政務官のカンボジア
出張概要について～「第10回アセアン及び
日中韓農林大臣（AMAF+ ３）会合」出
席～（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇「北方四島周辺水域における日本漁船の
操業に関する協定」に基づく日ロ政府間協
議の結果について（水産庁資源管理部国際
課）

５日㈮◇「北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）
第18回 年次会議」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）
◇篠原農林水産副大臣の国内出張について
～「財団法人 大日本蚕糸会 蚕糸功労者表
彰式」への出席～（生産局生産流通振興課
特産農産物対策室）
◇「第24回  日ロ漁業専門家・科学者会
議」の開催について（水産庁増殖推進部漁
場資源課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて～「戸別所得補償モデル対策交付金支
払開始式」への出席～（大臣官房情報評価
課、北海道農政事務所企画調整グループ）
◇「海洋・沿岸域における水産環境整備の
技術検討会（平成22年度 第４回）」の開催
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について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「平成21年 個別経営の営農類型別経営
統計（経営収支）」及び「平成21年 個別経
営の経営形態別経営統計（経営収支）」に
ついて（大臣官房統計部経営・構造統計課）
◇平成22年度 「国有林野事業業務研究発表
会」の開催について（林野庁国有林野部業
務課）

８日㈪◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について
（林野庁森林整備部整備課）
◇「第12回 日中漁業共同委員会 第１回 準
備会合」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「太平洋広域漁業調整委員会」の開催に
ついて（水産庁資源管理部管理課、水産庁
仙台漁業調整事務所）
◇マカオ向け豚肉等の輸出について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇第４回「新農業展開ゲノムプロジェク
ト」シンポジウムの開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（食の安全、
基礎･基盤）室、（独）農業環境技術研究所）
◇「南極の海洋生物資源の保存に関する委
員会（CCAMLR）第29回 年次会合」 の結
果について（水産庁資源管理部国際課）
◇「第16回 日韓漁業取締実務者協議」の
開催について（水産庁資源管理部管理課）
◇「水産政策審議会 第48回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）

９日㈫◇「漁業就業支援フェア2010」の開催につ
いて（水産庁漁政部企画課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて ～『第13回 全国農業担い手サミット 
in しまね』への出席～（経営局経営政策課）
◇「第14回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「新たな農林水産政策を推進する実用技
術開発事業 成果発表会2010」の開催につ
いて（農林水産技術会議事務局研究推進課
産学連携室）

10日㈬◇研究成果発表会「地域のバイオマスを使
い尽くす」の開催について（農林水産技術
会議事務局研究開発官（環境）室、（独）
農業・食品産業技術総合研究機構）

11日㈭◇「日・キリバス漁業協議」の開催につい

て（水産庁資源管理部国際課）
◇平成22年度「民間部門農林水産研究開発
功績者表彰」受賞者の決定及び表彰式の開
催について（農林水産技術会議事務局研究
推進課、（社）農林水産技術情報協会）
◇平成22年度「若手農林水産研究者表彰」
受賞者の決定及び表彰式の開催について
（農林水産技術会議事務局研究推進課）
◇「第12回 日中漁業共同委員会 第１回 準
備会合」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇動物検疫所見学・説明会「ご存じです
か？動物検疫」の開催及び参加者の募集
（消費・安全局消費者情報官）
◇「第16回 日韓漁業取締実務者協議」の
結果について（水産庁資源管理部管理課）
◇平成22年度 病害虫発生予報 第９号の発
表について（消費・安全局植物防疫課）
◇「第15回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）

12日㈮◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）
第17回 特別会合（年次会合）」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇タイヘイ株式会社における農産物加工食
品及び農産物生鮮食品の不適正表示に対す
る措置について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇植物防疫法施行規則の一部改正等につい
ての意見・情報の募集について～パキスタ
ン産シンドリ種及びチョウサ種のマンゴウ
の生果実の輸入解禁～（消費・安全局植物
防疫課）
◇宮崎県産牛肉及び豚肉のシンガポール向
け輸出の再開について（消費・安全局動物
衛生課国際衛生対策室）

15日㈪◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の概要について
（林野庁森林整備部整備課）
◇北海道における高温多雨による被害農業
者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金
の償還猶予等について（経営局経営政策課
災害総合対策室）
◇小笠原諸島の世界遺産推薦に関する国際
自然保護連合（IUCN）への追加情報の提
出について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室、環境省自然環境局自然
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環境計画課）
◇「第24回  日ロ漁業専門家・科学者会
議」の結果について（水産庁増殖推進部漁
場資源課、）
◇デンマークからの家きん肉等の輸入停止
措置の解除について（消費・安全局動物衛
生課国際衛生対策室）
◇「日本海・九州西 広域漁業調整委員
会」の開催について（水産庁資源管理部管
理課、水産庁新潟漁業調整事務所、水産庁
境港漁業調整事務所、水産庁九州漁業調整
事務所）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 有識者等委員会（第１回）」の開催につ
いて（農林水産省農村振興局整備部農村整
備官、国土交通省下水道部下水道事業課、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽推進室、環境省水・大
気環境局水環境課）
◇「第３回 総合的な取引所検討チーム」
の開催（総合食料局商品取引監理官）
◇「廃船FRP漁船の魚礁への活用の検討を
踏まえたFRP廃船の現状に関する現地検討
会」の開催について（水産庁漁港漁場整備
部計画課）
◇「日・ペルー経済連携協定締結交渉」の
完了について（大臣官房国際部国際経済課
経済連携チーム）
◇戸別所得補償モデル対策の交付金支払開
始状況について（生産局農業生産支援課戸
別所得補償実施チーム）

16日㈫◇ドイツからの家きん等の輸入停止措置に
ついて（消費・安全局動物衛生課国際衛生
対策室）
◇食鶏取引規格及び食鶏小売規格の改定に
向けた意見・情報の募集について（生産局
畜産部食肉鶏卵課食肉需給対策室）
◇〈2011 国際森林年関連事業〉国際森林
年の情報プラットフォームについて （林野
庁森林整備部計画課海外林業協力室）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇平成22年10月18日から同月25日までの間
の鹿児島県奄美地方豪雨の激甚災害指定に
かかる調査結果について（経営局経営政策

課災害総合対策室）
17日㈬◇「農業者大学校の今後のあり方に関する

意見交換会（第３回）」の開催及び傍聴に
ついて（経営局人材育成課）
◇「第２回 野菜出荷安定対策本部」の開
催について（生産局生産流通振興課）
◇「第16回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第９回 全国漁港漁場整備技術研究発
表会」の開催について（水産庁漁港漁場整
備部整備課）
◇篠原農林水産副大臣の「社団法人 大日
本農会 農事功績者表彰式」への出席につ
いて（生産局農業生産支援課）

19日㈮◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく「日
ロ漁業委員会 第27回 会議」の開催につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇高病原性鳥インフルエンザに関する机上
防疫演習の実施について（消費・安全局動
物衛生課）
◇鹿児島県奄美地方の豪雨災害に係る局地
激甚災害の指定について（経営局経営政策
課災害総合対策室）
◇田名部農林水産大臣政務官の「第１回 
食と農の祭典」オープニングセレモニー出
席について（経営局経営政策課）
◇「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法
律施行令の一部を改正する政令」について
（生産局生産流通振興課）

22日㈪◇「鯨類の持続的利用に関する会合」の開
催について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇平成22年度 「国有林野事業業務研究発表
会」の開催結果について（林野庁国有林野
部業務課）
◇「第17回 口蹄疫対策検証委員会」の開
催について（消費・安全局総務課）
◇「第７回 日韓海洋生物資源専門家小委
員会」及び「ズワイガニ及びベニズワイガ
ニ資源に関する日韓研究者間による意見交
換会」の開催について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

24日㈬◇農林水産省「料理マスターズ」受賞者の
発表並びに授与式の開催について（総合食
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料局食品産業振興課外食産業室）
◇「農林水産省 生物多様性戦略検討会
（第16回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇「口蹄疫対策検証委員会報告書」等の公
表について（消費・安全局総務課、消費・
安全局動物衛生課）
◇平成22年度 日本海さば類・マアジ・マ
イワシ・ブリ長期漁況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター日本海区水産研究所業務推進部）
◇「日・キリバス漁業協議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇「水産政策審議会 第24回 漁港漁場整備
分科会」の開催について（水産庁漁港漁場
整備部計画課）

25日㈭◇カナダ マニトバ州からの家きん及び家
きん肉等の輸入停止措置について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）

26日㈮◇筒井 農林水産副大臣の国内出張につい
て～「赤潮被害対策に係る現地報告会」へ
の出席～（水産庁増殖推進部漁場資源課）
◇鹿野農林水産大臣の「第30回 ジャパン
カップ」表彰式への出席について（生産局
畜産部競馬監督課）
◇「農林水産省独立行政法人評価委員会」
委員の公募について（大臣官房文書課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年10月１日～平成22年10
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室個体識別システム活用班）
◇米国における食肉処理施設の定期査察の
実施について（農林水産省消費・安全局動
物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安全
部監視安全課）
◇「気候変動枠組条約 第16回 締約国会議
（COP16）」、「京都議定書 第６回 締約国会
合（CMP６）」の開催について（大臣官房
環境バイオマス政策課、林野庁森林整備部
研究・保全課）
◇「平成22年度 第３回 木材需給会議」の

開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇農林水産省「料理マスターズ」受賞者の
決定について（総合食料局食品産業振興課
外食産業室）
◇「食と地域の『絆』づくり」の優良事例
選定結果について（農村振興局農村政策部
都市農村交流課）

28日㈰◇「大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）
第17回 特別会合（年次会合）」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）

29日㈪◇島根県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認及び「高病原性鳥イン
フルエンザ防疫対策本部」の設置について
（消費・安全局動物衛生課）
◇「第３回 森林・林業再生プラン推進本
部」の開催について（林野庁林政部企画課）
◇「第７回 日韓海洋生物資源専門家小委
員会」及び「ズワイガニ及びベニズワイガ
ニ資源に関する日韓研究者間による意見交
換会」の結果について（水産庁資源管理部
国際課）
◇「第２回 国際獣疫事務局（OIE）連絡
協議会」の開催及び傍聴について（消費・
安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇「平成22年度第４回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室、環境省自然環境局野生生物課外
来生物対策室）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

30日㈫◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
10月）（総合食料局食糧部計画課）
◇米の民間取引に関する緊急調査結果につ
いて（総合食料局食糧部計画課）
◇委託プロジェクト研究「地域内資源を循
環利用する省資源型農業確立のための研究
開発」成果発表会の開催について（農林水
産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）
室、発表会事務局独立行政法人農業・食品
産業技術総合研究機構中央農業総合研究セ
ンター 資源循環・溶脱低減研究チーム）
◇バイオマスタウンの公表（第44回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
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進室）
◇「森林・林業基本政策検討委員会」最終
とりまとめの公表について（林野庁林政部
企画課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第36回 家きん疾病小委員会」の開
催について（消費・安全局動物衛生課）
◇カナダにおける食肉処理施設の定期査察
結果について（農林水産省消費・安全局動
物衛生課、厚生労働省医薬食品局食品安全
部監視安全課）
◇韓国における口蹄疫の発生について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

〈法令〉
11月２日㈫◇動物用医薬品等取締規則の一部を改正す

る省令（農林水産省令第56号）を公布（同
日施行）

17日㈬◇独立行政法人通則法の一部を改正する
法律の施行期日を定める政令（政令第225
号）を公布（同日施行）

19日㈮◇保険業法等の一部を改正する法律の一部
を改正する法律（法律第51号）を公布（公
布の日から起算して６月を超えない範囲内
において政令で定める日から施行）
◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第７号）を公
布（平成23年１月１日から施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第57号）を公布（平成23年１月
１日から施行）

25日㈭◇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
施行令の一部を改正する政令（政令第230
号）を公布（同日施行）
◇平成22年10月18日から同月25日までの間
の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係
る災害についての激甚災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令（政令
第231号）を公布（同日施行）

26日㈮◇独立行政法人北方領土問題対策協会の業
務運営並びに財務及び会計に関する命令の
一部を改正する命令（内閣府・農林水産省

令第８号）を公布（独立行政法人通則法の
一部を改正する法律（平成22年法律第37
号）の施行の日（平成22年11月27日）から
施行）
◇独立行政法人農業・食品産業技術総合研
究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進
業務に係る財務及び会計に関する省令及び
独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用
保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用
保険業務に係る財務及び会計に関する省令
の一部を改正する省令（財務省・農林水産
省令第１号）を公布（独立行政法人通則法
の一部を改正する法律の施行の日（平成22
年11月27日）から施行）
◇独立行政法人農業者年金基金の業務運営
並びに財務及び会計に関する省令の特例を
定める省令の一部を改正する省令（厚生労
働省・農林水産省令第１号）を公布（独立
行政法人通則法の一部を改正する法律の施
行の日（平成22年11月27日）から施行）
◇独立行政法人通則法の一部を改正する法
律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備
に関する省令（農林水産省令第58号）を公
布（独立行政法人通則法の一部を改正する
法律の施行の日（平成22年11月27日）から
施行）

30日㈫◇資料の安全性の確保及び品質の改善に関
する法律施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第59号）を公布（同日施行）

12　月

12月１日㈬◇「鯨類の持続的利用に関する会合」の結
果について（水産庁資源管理部遠洋課）
◇「平成23年産米の都道府県別の生産数量
目標」について（総合食料局食糧部計画課
需給調整対策室） 
◇「アグリビジネス創出フェア2010」の開
催結果について～過去最高の約２万７千人
が参加～（農林水産技術会議事務局研究推
進課産学連携室）
◇MCプロデュース 株式会社が販売した生
鮮農産物の不適正表示に対する措置につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）

２日㈭◇島根県において確認された高病原性鳥イ
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ンフルエンザのウイルス分析結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「第１回 
国際森林年国内委員会」の開催及び傍聴に
ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）
◇「第１回 漁港漁場の品質・衛生管理対
策技術検討会」の開催について（水産庁漁
港漁場整備部計画課）
◇「第４回 野菜生産出荷安定連絡会議」
の開催について（生産局生産流通振興課）

３日㈮◇「日ソ地先沖合漁業協定」に基づく「日
ロ漁業委員会 第27回 会議」の結果につい
て（水産庁資源管理部国際課）
◇「第３回 バイオマス活用推進会議」の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇「 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会
（WCPFC）第７回 年次会合」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課） 
◇高病原性鳥インフルエンザウイルスのN
亜型の確定について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「水産政策審議会 第49回 資源管理分科
会」の開催について（水産庁漁政部漁政課）
◇「農業分野における障害者就労と農村活
性化」に関する研究成果の公表について
（農林水産政策研究所）

５日㈰◇高病原性鳥インフルエンザの発生農場に
おける防疫措置完了について（消費・安全
局動物衛生課）

６日㈪◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

７日㈫◇「高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チ
ーム 第１回 検討会」の開催について（消
費・安全局動物衛生課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「国際森
林年」に向けた説明・情報交換会の開催に
ついて（林野庁森林整備部計画課海外林業
協力室）
◇松木農林水産大臣政務官の「秋冬野菜収
穫祭」セレモニーへの出席について（生産
局生産流通振興課流通加工対策室）
◇筒井農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際経済課貿易関税チー

ム輸出促進室）
◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張
について～「気候変動枠組条約 第16回 締
約国会議（COP16）」、「京都議定書 第６回 
締約国会合（CMP６）」出席～（大臣官房
環境バイオマス政策課）

８日㈬◇「食料・農業・農村政策審議会 食品産
業部会（平成22年度 第２回）」の開催及び
傍聴について（総合食料局総務課政策推進
室、総合食料局食品産業企画課）
◇「平成22年産水陸稲の収穫量」について
（大臣官房統計部生産流通消費統計課）

９日㈭◇筒井農林水産副大臣の中国農業発展集団
との意見交換について（大臣官房国際部国
際経済課貿易関税チーム輸出促進室）
◇「第46回 国際熱帯木材理事会」の開催
について（林野庁林政部木材利用課木材貿
易対策室）
◇「農業資材審議会 飼料分科会及び同安
全性部会 並びに中央環境審議会 動物愛護
部会 ペットフード小委員会 合同会合 （第
４回）」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇「農業資材審議会 飼料分科会及び同安
全性部会」の開催及び一般傍聴について
（消費・安全局畜水産安全管理課）
◇「水産環境整備の推進に向けて」の公表
について（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇「「食」に関する将来ビジョン検討本部
（第５回）」の開催及び傍聴について（大臣
官房政策課）
◇「水産政策審議会 第30回 企画部会」の
開催及び傍聴について（水産庁漁政部企画
課）
◇外国資本による森林買収に関する調査の
結果について（林野庁森林整備部計画課）

10日㈮◇「第24回 食料・農業・農村政策審議会」
と「第25回 食料・農業・農村政策審議会 
企画部会」の合同会議の開催及び傍聴につ
いて（大臣官房政策課）
◇海外商品取引業者に対する行政処分につ
いて（農林水産省総合食料局商品取引監理
官、経済産業省商務情報政策局商務課）
◇獣医師法第８条第２項の規定に基づく
「獣医師の業務停止処分」について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
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◇ライフフーズ 株式会社における農産物
加工食品の不適正表示に対する措置につい
て（消費・安全局表示・規格課食品表示・
規格監視室）

11日㈯◇「中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
第７回 年次会合」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

13日㈪◇「気候変動枠組条約 第16回締約国会議
（COP16）」、「京都議定書 第６回締約国会
合（CMP６）」等の結果について（大臣官
房環境バイオマス政策課、林野庁森林整備
部研究・保全課、林野庁森林整備部計画課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

16日㈭◇平成23年度税制改正大綱における農林水
産関係税制事項について（経営局総務課調
整室）
◇「2010年農林水産研究成果10大トピック
ス」の選定について（農林水産技術会議事
務局技術政策課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞ ロゴマー
ク利用の簡素化について（林野庁森林整備
部計画課海外林業協力室）

17日㈮◇平成23年産のさとうきび・でん粉原料用
かんしょに係る生産者交付金の単価の決定
について（生産局生産流通振興課）
◇平成22年度 第２回 太平洋イワシ・ア
ジ・サバ等長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター中央水産研究所業務推進部）
◇日本酪農協同 株式会社における緑茶飲
料の不適正表示に対する措置について（消
費・安全局表示・規格課食品表示・規格監
視室）
◇【参加者募集】植物防疫所見学・説明会
を羽田空港で開催します（農林水産省消
費・安全局消費者情報官、横浜植物防疫所
調査研究部）
◇「第３回 野菜出荷安定対策本部」の開
催について（生産局生産流通振興課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
～「国際生物多様性年クロージング式典」
への出席～（大臣官房環境バイオマス政策

課、林野庁森林整備部計画課海外林業協力
室）
◇「バイオマス活用推進基本計画」の公表
について（大臣官房環境バイオマス政策課
バイオマス推進室）
◇津江漁業協同組合における補助事業に係
る不適正な経理処理に対する措置について
（水産庁増殖推進部栽培養殖課）

20日㈪◇「第３回 地産地消給食等メニューコン
テスト」審査結果及び「第３回 地産地消
給食等推進セミナー」の開催について（生
産局技術普及課）
◇砂糖及び異性化糖の需給見通しについて
（生産局生産流通振興課）
◇平成22年度「農業技術の匠」の選定結果
について（生産局技術普及課）
◇「戸別所得補償モデル対策」の交付金支
払開始状況について（生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）

21日㈫◇「第46回 国際熱帯木材理事会」の結果
について（林野庁林政部木材利用課木材貿
易対策室）
◇韓国での口蹄疫の拡大を受けた動物検疫
の強化について（消費・安全局動物衛生課
国際衛生対策室）

22日㈬◇「水産政策審議会 第30回 企画部会」の
結果について（水産庁増殖推進部栽培養殖
課、水産庁漁政部企画課）
◇「国際森林年」国内テーマ（林野庁森林
整備部計画課海外林業協力室）
◇農事組合法人 ノースイにおける不適正
表示に対する措置について（消費・安全局
表示・規格課食品表示・規格監視室）
◇株式会社瑞雲及び小野寺納豆製造所にお
ける農産物加工食品等の不適正表示に対す
る措置について（消費・安全局表示・規格
課食品表示・規格監視室）
◇農林水産省が優先的にリスク管理を行う
べき有害化学物質のリストの見直し及び食
品の安全性に関する有害化学物質のサーベ
イランス・モニタリング中期計画の作成に
ついて（消費・安全局消費・安全政策課）

24日㈮◇平成23年度農林水産予算概算決定の概要
について（大臣官房予算課）
◇平成23年度組織・定員改正の主要事項に
ついて（大臣官房文書課、大臣官房地方
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課、総合食料局総務課、消費・安全局総務
課）　
◇「総合的な取引所検討チーム中間整理」
について（総合食料局商品取引監理官）　
◇中国への米輸出拡大に向けたくん蒸倉庫
の条件整備について（トラップ調査を実施
する倉庫業者の募集）（総合食料局食糧部
食糧貿易課）
◇島根県安来市を中心に設定されている移
動制限の解除について（消費・安全局動物
衛生課）  
◇水産庁漁業調査船 開洋丸によるサン
マ・アカイカ資源調査について（水産庁増
殖推進部漁場資源課、独立行政法人水産総
合研究センター）
◇遺伝子組換えダイズの第一種使用等に関
する承認に先立っての意見・情報の募集
（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年11月１日～平成22年11
月30日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部 畜産振興課畜産技
術室）
◇家畜クローン研究の現状について（農林
水産技術会議事務局研究開発官（食の安
全、基礎･基盤）室、生産局畜産部畜産振
興課畜産技術室）
◇「全国の野生鳥獣類による農作物被害状
況」について（平成21年度）（生産局農業
生産支援課鳥獣被害対策室）

27日㈪◇「新農林水産省木材利用推進計画」につ
いて（林野庁林政部木材利用課）
◇「平成22年度第５回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び傍聴につい
て（農林水産技術会議事務局技術政策課技
術安全室、環境省自然環境局野生生物課外
来生物対策室）
◇JAS法違反に係る指導件数等について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇平成23年度 畜産・酪農関係事業の公表
について（生産局畜産部畜産企画課）
◇農業資材審議会委員の公募について
（消費・安全局農産安全管理課農薬対策

室、生産局農業生産支援課、生産局知的財
産課種苗審査室）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
11月）（総合食料局食糧部計画課）
◇国際シンポジウム「地球温暖化と農業と
のかかわり」の開催について（生産局農業
環境対策課、農林水産政策研究所、農林水
産政策研究所広報資料課）

28日㈫◇山梨県産りんご、なし、もも及びすもも
生果実の台湾向け輸出の再開について（消
費・安全局植物防疫課）

〈法令〉
12月１日㈬◇特定商取引に関する法律及び割賦販売法

の一部を改正する法律の一部の施行期日を
定める政令（政令第234号）を公布（同日
施行）
◇家畜改良増殖法に基づく家畜登録期間に
関する省令の一部を改正する省令（農林水
産省令第60号）を公布（平成22年12月１日
から施行）

３日㈮◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律（法律第67号）を公布
（同日施行）

10日㈮◇原子力発電施設等立地地域の振興に関す
る特別措置法の一部を改正する法律（法律
第70条）を公布（同日施行）

21日㈫◇農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第61号）を公布（平成23
年１月１日から施行）

24日㈮◇動物用医薬品の使用の規則に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第62
号）を公布（同日施行）
◇日本中央競馬会法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第63号）を公布
（同日施行）

27日㈪◇指定漁業の許可及び取締り等に関する省
令の一部を改正する省令（農林水産省令第
64号）を公布（平成23年１月１日から施行）

28日㈫◇中小企業等協同組合法施行規則の一部を
改正する命令（内閣府・財務省・厚生労働
省・農林水産省・経済産業省・国土交通
省・環境省令第２号）を公布（平成23年１
月１日から施行）
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◇農業協同組合及び農業協同組合連合会の
信用事業に関する命令等の一部を改正する
命令（内閣府・農林水産省令第９号）を公
布（平成23年１月４日から施行）
◇農林水産省組織規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第65号）を公布（商品取
引所法及び商品投資に係る事業の規制に関
する法律の一部を改正する法律（平成21年
法律第74号）の施行の日（平成23年１月１
日）から施行）
◇農業協同組合法施行規則及び水産業協同
組合法施行規則の一部を改正する省令（農
林水産省令第66号）を公布（平成23年１月
４日から施行）

１　月

１月４日㈫◇水産政策審議会 第25回 漁港漁場整備分
科会」の開催について（水産庁漁港漁場整
備部計画課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 小
委員会（課長級）」の開催について（水産
庁資源管理部国際課）

６日㈭◇「あぜ道キャラバン」（篠原農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、関東農政局企画調整室）
◇「あぜ道キャラバン」の開催について
（大臣官房情報評価課）
◇「農業者戸別所得補償制度に係る地方ブ
ロック説明会」の開催について（大臣官房
政策課）
◇平成23年度「新たな農林水産政策を推進
する実用技術開発事業」新規研究課題の公
募及び事業説明会の実施について（農林水
産技術会議事務局研究推進課産学連携室）

７日㈮◇食鶏取引規格及び食鶏小売規格の改正に
ついて（生産局畜産部食肉鶏卵課食肉需給
対策室）
◇「日・モロッコ政府間漁業協議」の開催
について（水産庁資源管理部国際課）
◇「農業資材審議会 飼料分科会 家畜栄養
部会」の開催及び一般傍聴について（消
費・安全局畜水産安全管理課）
◇韓国で分離された口蹄疫ウイルスについ
て（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成21年度遺伝子組換え植物実態調

査」の結果について（消費・安全局農産安
全管理課）

11日㈫◇田名部農林水産大臣政務官の「第３回 
地産地消給食等推進セミナー」への出席に
ついて（生産局技術普及課）
◇地方農政局長・森林管理局長等会議」の
開催について（大臣官房地方課、林野庁国
有林野部管理課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第１回 小
委員会（課長級）」の結果について（水産
庁資源管理部国際課）

12日㈬◇「平成23年度 委託プロジェクト研究の
公募に係る説明会」の実施について（農林
水産技術会議事務局研究推進課）

13日㈭◇「あぜ道キャラバン」（筒井農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、近畿農政局企画調整室）
◇「あぜ道キャラバン」（松木農林水産大
臣政務官の国内出張）について（大臣官房
情報評価課、北海道農政事務所 企画調整
グループ）
◇株式会社 お亀堂における菓子類及び米
飯類の不適正表示に対する措置について
（消費・安全局表示・規格課食品表示・規
格監視室）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 有識者等委員会（第２回）」の開催につ
いて（農林水産省農村振興局整備部農村整
備官、国土交通省下水道部下水道事業課、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽推進室）

14日㈮◇「あぜ道キャラバン」（筒井農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、北陸農政局企画調整室）

17日㈪◇「平成22年度 鳥獣被害対策優良活動表彰」
受賞者の決定及び表彰式について（生産局
農業生産支援課鳥獣被害対策室）
◇組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加
物の安全性確認申請案件についての御意
見・情報の募集（パブリックコメント）に
ついて（消費・安全局畜水産安全管理課）

19日㈬◇鹿野農林水産大臣の木材関連施設の視察
について（林野庁林政部木材産業課）
◇「あぜ道キャラバン」（田名部農林水産
大臣政務官の国内出張）について（大臣官
房情報評価課、九州農政局企画調整室）
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◇「今後の国内農業に係る提言」の公表に
ついて（大臣官房政策課、大臣官房地方課）
◇「平成22年度 第２回 林政審議会 施策部
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
林政部企画課）
◇「あぜ道キャラバン」（篠原農林水産副
大臣の国内出張）について（大臣官房情報
評価課、中国四国農政局企画調整室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 企画部
会 （第26回）」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）

20日㈭◇田名部農林水産大臣政務官の海外出張に
ついて～「第３回ベルリン農業大臣サミッ
ト」への出席～（大臣官房国際部国際協力
課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について
（農村振興局整備部農地資源課、九州農政
局整備部設計課事業調整室）

21日㈮◇中国農業発展集団劉董事長の来日につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム、大臣官房国際部国際経済課貿易関
税チーム輸出促進室）
◇小林幸子さんの「お米大使」就任につい
て（大臣官房食料安全保障課、総合食料局
食糧部消費流通課）
◇鹿野農林水産大臣のJRA賞の授賞式出席
について（生産局畜産部競馬監督課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）
◇「農林水産省 生物多様性戦略検討会
（第17回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房環境バイオマス政策課）

22日㈯◇「高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本
部」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第37回 家きん疾病小委員会」の開
催について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

23日㈰◇「高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本

部」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

24日㈪◇宮崎県において確認された高病原性鳥イ
ンフルエンザのウイルス分析結果について
（第１例目）（消費・安全局動物衛生課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第２回 小
委員会」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇平成22年12月下旬以降の風雪害による被
害農林漁業者等に対する資金の円滑な融
通、既貸付金の償還猶予等について（経営
局経営政策課災害総合対策室）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認（２例目）について
（消費・安全局動物衛生課）

25日㈫◇「平成23年 第１回 農林水産省 政策評価
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）
◇「高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本
部」の開催について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「第１回普及事業のあり方検討会」の開
催について（生産局技術普及課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業共
済部会 家畜共済小委員会」の開催及び傍
聴について（経営局保険監理官）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザウイルスのN亜型の確定について（第１
例目）（消費・安全局動物衛生課）

26日㈬◇宮崎県における１例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果及び卵の出荷
再開について（消費・安全局動物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会 技術小委員会（平成22年
度 第１回）」の開催及び一般傍聴について
（農村振興局整備部設計課計画調整室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成22年度 第３回）」の
開催及び一般傍聴について（農村振興局整
備部設計課計画調整室）
◇「第45回 コーデックス連絡協議会」の
開催及び一般傍聴の募集について（農林水
産省消費・安全局消費・安全政策課、厚生
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労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国
際食品室）
◇「第１回 ロシア水域における適正操業
に関する検討チーム会合」の開催及び一般
傍聴について（水産庁資源管理部管理課）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成22年
12月）（総合食料局食糧部計画課）
◇鹿児島県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜の確認について（消費・安
全局動物衛生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）

27日㈭◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の海外出張について
（大臣官房国際部国際政策課）
◇「平成22年度 第２回 食料・農業・農村
政策審議会 農業共済部会」の開催及び傍
聴について（経営局保険課保険数理室）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

28日㈮◇新燃岳の噴火に伴う降灰等による農作物
被害等に対する技術指導に当たっての留意
事項について（生産局農業生産支援課、生
産局生産流通振興課、生産局生産流通振興
課、生産局畜産部畜産振興課草地整備推進
室）
◇鹿児島県及び愛知県において確認された
高病原性鳥インフルエンザのウイルス分析
結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「対中国米輸出ビジネス懇談会」の開催
について（大臣官房国際部国際経済課貿易
関税チーム輸出促進室、総合食料局食糧部
食糧貿易課）
◇「第29回 FAO水産委員会」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞ 「第９回 
森の“聞き書き甲子園”フォーラム」の開
催について（林野庁森林整備部研究・保全
課森林保全推進室）
◇平成22年産国内産米穀のカドミウム含有

状況調査の結果について（消費・安全局農
産安全管理課）
◇「コメのカドミウム濃度低減のための実
施指針」案についての意見・情報の募集に
ついて（消費・安全局農産安全管理課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成22年12月１日～平成22年12
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇平成22年の外国漁船取締実績について
（水産庁資源管理部管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 食糧部
会」の開催及び傍聴について（総合食料局
食糧部計画課）
◇「国内のクロマグロ養殖業の管理強化」
及び「メキシコ産輸入クロマグロの情報収
集」について（水産庁資源管理部国際課、
水産庁増殖推進部栽培養殖課、水産庁資源
管理部遠洋課）
◇「緊急都道府県農務部長会議」の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

29日㈯◇宮崎県における２例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇愛知県及び鹿児島県において確認された
高病原性鳥インフルエンザのウイルス分析
結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

30日㈰◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇鹿児島県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場を中心とする移動制限区域内
の感染確認検査の結果等について（消費・
安全局動物衛生課）

31日㈪◇鹿児島県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場を中心とする移動制限区域内
の感染確認検査の結果等について（消費・
安全局動物衛生課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
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感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第２回 小
委員会」の結果について（水産庁資源管理
部国際課）
◇遺伝子組換えカーネーション、ダイズ、
トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関
する承認に先立っての意見・情報の募集
（パブリックコメント）について（消費・
安全局農産安全管理課）
◇パキスタン産シンドリ種及びチョウサ種
のマンゴウの生果実の輸入解禁について
（消費・安全局植物防疫課）
◇篠原農林水産副大臣の「平成22年度 普
及活動全国コンクール」への出席について
（生産局技術普及課）
◇日豪EPA交渉 第12回会合の開催につい
て（大臣官房国際部国際経済課経済連携
チーム）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（６例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

〈法令〉
１月11日㈫◇プラムポックスウイルスの緊急防除に関

する省令の一部を改正する省令（農林水産
省令第１号）を公布（平成23年２月10日か
ら施行）

31日㈪◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第２号）を公布（同日施
行）

２　月

２月１日㈫◇宮崎県における３、４例目の高病原性鳥
インフルエンザ発生農場を中心とする移動
制限区域内の感染確認検査の結果及び卵の
出荷再開について（消費・安全局動物衛生
課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（７例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇霧島山（新燃岳）の噴火活動による被害
農林漁業者等に対する資金の円滑な融通、

既貸付金の償還猶予等について（経営局経
営政策課災害総合対策室）
◇「第２回 林政審議会 国有林部会」の開
催及び一般傍聴について（林野庁国有林野
部経営企画課）

２日㈬◇大分県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇大分県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇鹿野農林水産大臣の「NARグランプリ
2010」表彰式出席について（生産局畜産部
競馬監督課）
◇クリーン開発メカニズム（CDM）プロ
ジェクト政府承認審査結果について（大臣
官房環境バイオマス政策課、林野庁森林整
備部計画課）

３日㈭◇「第５回 グリーン・ツーリズム推進連絡
会議」の開催及び一般傍聴について（農村
振興局農村政策部都市農村交流課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「グリー
ンウェイブ2011」の実施について（林野庁
森林整備部研究・保全課森林保全推進室）

４日㈮◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇平成22年度「食と農林水産業の地域ブラ
ンド協議会」総会・シンポジウムの開催に
ついて（農林水産省生産局知的財産課、協
議会事務局）
◇宮崎県における３、４、５、６例目の高
病原性鳥インフルエンザ発生農場を中心と
する移動制限区域内の感染確認検査の結果
等について（消費・安全局動物衛生課）

５日㈯◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（８例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇我が国の口蹄疫清浄ステータスの回復に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（９例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
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６日㈰◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における７例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（10例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

７日㈪◇松木農林水産大臣政務官の「平成22年度 
全国麦作共励会 中央表彰式」への出席に
ついて（生産局生産流通振興課）
◇「６次産業化全国推進会議」の開催及び
一般傍聴について（総合食料局食品産業企
画課）
◇「第29回 FAO水産委員会」の結果につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成22年度 水源林造成事業評価技術
検討会」の開催及び一般傍聴について（林
野庁森林整備部整備課）
◇「平成22年度第６回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇大分県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（11例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

８日㈫◇宮崎県における８例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞「第９回 
国連森林フォーラム（UNFF ９）」の結果
について（林野庁森林整備部計画課海外林
業協力室）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇米国産牛肉の混載事例について（農林水

産省消費・安全局動物衛生課、厚生労働省
医薬食品局食品安全部監視安全課）
◇霧島山（新燃岳）の噴火による降灰被害
農家への支援策について（経営局経営政策
課災害総合対策室、農村振興局整備部防災
課、生産局生産流通振興課、生産局畜産部
畜産振興課）

９日㈬◇「第６回 農業生産工程管理（GAP）の
共通の基盤づくりに関する検討会」の開催
及び一般傍聴について（生産局技術普及課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞国際セミ
ナー「持続可能な森林経営の挑戦」の開催
について（林野庁森林整備部計画課海外林
業協力室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 家畜衛
生部会 第38回 家きん疾病小委員会」及び
「高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チー
ム 第１回 検討会」の合同開催について
（消費・安全局動物衛生課）

10日㈭◇霧島山（新燃岳）噴火による降灰に伴う
土石流等への緊急対策について（林野庁国
有林野部業務課、林野庁森林整備部治山課
山地災害対策室）
◇「農林水産分野における「CO２の見え
る化」推進事業成果報告会」の開催につい
て（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇＜2011 国際森林年関連事業＞田名部農
林水産大臣政務官の『「フォレスト・サ
ポーターズ」「生物多様性民間参画パート
ナーシップ」協働宣言調印式』等への出席
について（林野庁森林整備部研究･保全課
森林保全推進室）
◇宮崎県における９、10、11例目の高病原
性鳥インフルエンザ発生農場を中心とする
移動制限区域内の感染確認検査の結果等に
ついて（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成22年度 北海道において実施する
農業農村整備事業等補助事業に関する技術
検討会」の開催及び一般傍聴について（農
村振興局整備部土地改良企画課）
◇「APEC食料安全保障・情報プラット
フォームに関するワークショップ」の開催
及び一般傍聴について（大臣官房国際部国
際経済課経済連携チーム）
◇「平成22年農林水産物等輸出実績（速報
値）」について（大臣官房国際部国際経済
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課貿易関税チーム輸出促進室）
12日㈯◇宮崎県における１、２例目の清浄性確認

検査の結果について（消費・安全局動物衛
生課）
◇鹿児島県の清浄性確認検査の結果につい
て（消費・安全局動物衛生課）
◇愛知県の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇農林水産省口蹄疫防疫対策本部の開催に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

14日㈪◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における５例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 小
委員会」及び「第13回 日韓漁業共同委員
会」の開催について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「産業活力の再生及び産業活動の革新に
関する特別措置法第11条第１項の規定に基
づくハマダコンフェクト 株式会社の資源
生産性革新計画」の認定について（総合食
料局食品産業振興課）
◇「第２回 漁港漁場の品質・衛生管理対
策技術検討会」の開催及び一般傍聴につい
て（水産庁漁港漁場整備部計画課）
◇愛知県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（２例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇＜2011国際森林年関連事業＞国際森林年
に関する説明・情報交換会（第２回）の開
催について（林野庁森林整備部計画課海外
林業協力室）
◇「バイオ燃料利用推進対策セミナー」の
開催について（大臣官房環境バイオマス政
策課バイオマス推進室）
◇「今後の汚水処理のあり方に関する検討
会 有識者等委員会（第３回）」の開催につ
いて（農林水産省農村振興局整備部農村整
備官、国土交通省下水道部下水道事業課、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課浄化槽推進室）

15日㈫◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）

◇和歌山県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑似患畜の確認について（消費・安
全局動物衛生課）
◇松木農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（消費・安全局総務課）
◇遺伝子組換えセイヨウナタネの第一種使
用等に関する承認に先立っての意見・情報
の募集（パブリックコメント）について
（消費・安全局農産安全管理課）
◇シンポジウム「食文化の活用と創造で地
域に活力を！」の開催について（農林水産
省生産局知的財産課、食文化活用・創造シ
ンポジウム事務局）
◇和歌山県における高病原性鳥インフルエ
ンザの疑い事例について（消費・安全局動
物衛生課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第４回 畜産部会」の開催及び傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合
推進室）

16日㈬◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇＜2011国際森林年関連事業＞「平成22年
度 林業 機械化推進シンポジウム」の開催
について（林野庁森林整備部研究・保全課 
技術開発推進室）
◇「水産政策審議会 第50回 資源管理分科
会」の開催及び一般傍聴について（水産庁
漁政部漁政課）
◇「水産政策審議会 第31回 企画部会」の
開催及び傍聴について（水産庁漁政部企画
課）
◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

17日㈭◇大分県の清浄性確認検査の結果について
（消費・安全局動物衛生課）
◇さかなクンの「お魚大使」就任について
（水産庁漁政部漁政課）
◇平成22年度 病害虫発生予報 第10号の発
表について（消費・安全局植物防疫課）
◇韓国はえ縄漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（12例目）の確認について
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（消費・安全局動物衛生課）
18日㈮◇宮崎県における３、４、６例目の清浄性

確認検査の結果について（消費・安全局動
物衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の「農業者大学校 
九州ブロック 大分大会」への出席につい
て（経営局人材育成課）
◇「2020年における世界の食料需給見通
し」－世界食料需給モデルによる予測結果
－（大臣官房食料安全保障課、農林水産政
策研究所）

19日㈯◇宮崎県における７例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）
◇和歌山県における高病原性鳥インフルエ
ンザ発生農場を中心とする移動制限区域内
の感染確認検査の結果等について（消費・
安全局動物衛生課）
◇愛知県における２例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）

20日㈰◇宮崎県における８例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇宮崎県における12例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）

21日㈪◇宮崎県における11例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇篠原農林水産副大臣の「全国地産地消推
進フォーラム2011」への出席について（生
産局技術普及課）
◇農事組合法人に対する行政処分について
（経営局協同組織課経営・組織対策室）
◇「第13回 日韓漁業共同委員会 第３回 小
委員会」及び「第13回 日韓漁業共同委員
会」の結果について（水産庁資源管理部国
際課）
◇「平成22年度 第２回 水産関係公共事業
に関する事業評価技術検討会」の開催及び
一般傍聴について（水産庁漁港漁場整備部
計画課）

22日㈫◇宮崎県における９、10例目の清浄性確認
検査の結果について（消費・安全局動物衛
生課）
◇「日・メキシコEPA再協議」の実質合
意について（大臣官房国際部国際経済課経
済連携チーム）
◇「第４回 国産野菜の生産・利用拡大優
良事業者表彰」の審査結果及び表彰式典に
ついて（生産局生産流通振興課流通加工対
策室）
◇「食料情勢分析対応本部」の設置につい
て（大臣官房食料安全保障課）
◇遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパ
イヤの検査について（消費・安全局農産安
全管理課）
◇「緑と水の環境技術革命総合戦略」の策
定について（大臣官房環境バイオマス政策
課バイオマス推進室）
◇「水産政策審議会 第26回 漁港漁場整備
分科会」の開催及び一般傍聴について（水
産庁漁港漁場整備部計画課）
◇林政審議会の開催及び一般傍聴について
（林野庁林政部林政課）
◇米戸別所得補償モデル事業の変動部分の
交付単価について（大臣官房政策課戸別所
得補償制度推進本部、生産局農業生産支援
課戸別所得補償実施チーム）
◇「2011年 春の農作業安全確認運動」の
実施について（生産局農業生産支援課）
◇平成22年産米の相対取引価格（平成23年
１月）（総合食料局食糧部計画課）

23日㈬◇輸入麦の政府売渡価格の改定について
（総合食料局食糧部食糧貿易課）
◇「第２回 中山間地域等直接支払制度等
に関する第三者委員会」の開催及び一般傍
聴について（農村振興局農村政策部中山間
地域振興課中山間整備推進室）
◇パパイヤ種子の検査結果について（消
費・安全局農産安全管理課）
◇全国山火事予防運動の実施について（林
野庁森林整備部研究・保全課森林保護対策
室）
◇歴史的風致維持向上計画の認定について
（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇「平成23年度 食品表示ウォッチャー」
の募集について（消費・安全局表示・規格
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課食品表示・規格監視室）
◇「平成22年度 第３回 林政審議会 施策部
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
林政部企画課）
◇「日本海・九州西広域漁業調整委員会」
の開催及び一般傍聴について（水産庁資源
管理部管理課、水産庁新潟漁業調整事務
所、水産庁境港漁業調整事務所、水産庁九
州漁業調整事務所）
◇「農業資材審議会 農業機械化分科会
（第11回）」の開催及び傍聴について（生産
局農業生産支援課）

25日㈮◇「平成22年度 高温適応技術レポート」
の作成及び「農業技術の基本指針」の改定
について（生産局農業環境対策課、生産局
生産流通振興課、大臣官房政策課）
◇「北太平洋海域における公海漁業管理に
関する 第10回 関係国・地域間協議」の開
催について（水産庁資源管理部国際課）
◇鹿野農林水産大臣の国内出張について～
「農山漁村車座懇談及び米粉フェア2011視
察」～（大臣官房情報評価課、北海道農政
事務所企画調整グループ）
◇「平成22年度 林野庁事業評価技術検討
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
林政部企画課）
◇韓国かに篭漁船の拿捕について（水産庁
資源管理部管理課）
◇「平成22年度 第４回 木材需給会議」の
開催及び傍聴について（林野庁林政部木材
利用課）
◇「第１回 森林保険制度に関する検討
会」の開催及び一般傍聴について（林野庁
森林整備部研究・保全課森林保全推進室）

26日㈯◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（２例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

28日㈪◇奈良県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）
◇「農林水産省 生物多様性戦略検討会
（第18回）」の開催及び一般傍聴について
（大臣官房環境バイオマス政策課）

◇筒井農林水産副大臣の国内出張について
～「FOODEX JAPAN 2011」オープニン
グセレモニーへの出席～（総合食料局食品
産業企画課）
◇「第20回 食アメニティコンテスト」の
選賞及び表彰式の開催について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇農業者戸別所得補償制度に関する相談窓
口電話の「0120」で始まるフリーダイヤル
化について（大臣官房情報評価課）
◇クローン家畜の異動報告のとりまとめに
ついて（平成23年１月１日～平成23年１
月31日異動情報提供分）（農林水産技術会
議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基
盤）室、生産局畜産部畜産振興課畜産技術
室）
◇バイオマスタウンの公表（第45回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇「六次産業化法」に基づく事業計画の認
定に係る申請受付開始について（総合食料
局食品産業企画課）
◇韓国いか釣り漁船の拿捕について（水産
庁資源管理部管理課）
◇「瀬戸内海広域漁業調整委員会」の開催
及び一般傍聴について（水産庁資源管理部
管理課、瀬戸内海広域漁業調整委員会事務
局）
◇奈良県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇「水稲の作柄に関する委員会（平成22年
産 第３回）」の開催及び傍聴について（大
臣官房統計部生産流通消費統計課）
◇シンポジウム「漁村の活性化とは何か」
の開催について（水産庁漁港漁場整備部防
災漁村課）

〈法令〉
２月２日㈬◇農林畜水産業関係補助金等交付規則の一

部を改正する省令（農林水産省令第３号）
を公布（同日施行）

４日㈮◇家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第４号）を公布
（同日施行）

９日㈬◇牛乳乳製品統計調査規則の一部を改正す
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る省令（農林水産省令第５号）を公布（同
日施行）

17日㈭◇商品先物取引法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省・経済産業省令第１
号）を公布（同日施行）

23日㈬◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律の一部の施行期日を定
める政令（政令第14号）を公布（同日施行）

25日㈮◇カンキツグリーニング病菌の緊急防除に
関する省令の一部を改正する省令（農林水
産省令第６号）を公布（同日施行）

28日㈪◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律に基づく研究開発・成
果利用事業計画の認定等に関する省令（総
務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省令第１
号）を公布（法附則第１条ただし書に規定
する規定の施行の日（平成23年３月１日）
から施行）
◇地域資源を活用した農林漁業者等による
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利
用促進に関する法律施行規則（農林水産省
令第７号）を公布（法附則第１条ただし書
に規定する規定の施行の日（平成23年３月
１日）から施行）

３　月

３月１日㈫◇＜2011国際森林年関連事業＞「葉っぱの
フレディ」の「国際森林年子ども大使」就
任について（林野庁森林整備部計画課 ）
◇＜2011国際森林年関連事業＞「国際森林
映画祭」参加作品を自主上映会に使用する
場合の手続きについて（林野庁森林整備部
計画課）
◇「米取引に関する有識者との懇談会」の
開催について（総合食料局食糧部計画課）
◇「韓国産クロマグロの輸入情報の収集」
について（水産庁資源管理部国際課、水産
庁資源管理部沿岸沖合課）

２日㈬◇「第２回 ロシア水域における適正操業
に関する検討チーム会合」の開催について
（水産庁資源管理部管理課）
◇パパイヤ種子の検査結果について（消

費・安全局農産安全管理課）
◇「第８回 オーライ！ニッポン大賞」の
選賞及び表彰式の開催について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇愛知県における２例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）

３日㈭◇宮崎県における12例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成22年度第７回生物多様性影響評価
検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴に
ついて（農林水産技術会議事務局技術政策
課技術安全室、環境省自然環境局野生生物
課外来生物対策室）

４日㈮◇アワビにおけるキセノハリオチス感染症
の確認について（消費・安全局畜水産安全
管理課水産安全室）
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇「新たな情報通信技術戦略シンポジウ
ム」の開催について（大臣官房情報評価課）
◇和歌山県の清浄性確認検査の結果につい
て（消費・安全局動物衛生課）

５日㈯◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇宮崎県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜（13例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）
◇奈良県における高病原性鳥インフルエン
ザ発生農場を中心とする移動制限区域内の
感染確認検査の結果等について（消費・安
全局動物衛生課）

７日㈪◇「北太平洋海域における公海漁業に関す
る 第10回 関係国・地域間協議」の結果に
ついて（水産庁資源管理部国際課）
◇「平成22年度 第２回 自然再生専門家会
議」の開催及び一般傍聴について（農林水
産省大臣官房環境バイオマス政策課、環境
省自然環境局自然環境計画課）
◇「第６回 美の里づくりコンクール」の
選賞及び表彰式の開催について（農村振興
局農村政策部都市農村交流課）
◇輸入植物検疫の見直しのための植物防疫
法施行規則の一部改正等について（消費・
安全局植物防疫課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
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村振興整備部会 技術小委員会（平成22年
度 第２回）」の開催及び一般傍聴について
（農村振興局整備部設計課計画調整室）
◇「太平洋広域漁業調整委員会」の開催及
び一般傍聴について（水産庁資源管理部管
理課、水産庁仙台漁業調整事務所）
◇平成23年第５回「みどりの学術賞」受賞
者の決定について（林野庁森林整備部研
究・保全課森林保全推進室）

８日㈫◇「平成23年 第２回 農林水産省 政策評価
第三者委員会」の開催及び傍聴について
（大臣官房情報評価課情報分析・評価室）
◇「太平洋クロマグロの資源管理に関する
全国会議」の開催及び一般傍聴について
（水産庁資源管理部国際課）
◇畜産物価格等の決定に向けた国民の皆様
からの意見募集について（生産局畜産部畜
産企画課畜産総合推進室）
◇三重県における２例目の移動制限区域の
縮小について（消費・安全局動物衛生課）

９日㈬◇宮崎県における13例目の高病原性鳥イン
フルエンザ発生農場を中心とする移動制限
区域内の感染確認検査の結果等について
（消費・安全局動物衛生課）
◇吉田農林水産大臣政務官の「第24回農山
漁村女性の日記念の集い」への出席につい
て（経営局人材育成課女性・高齢者活動推
進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22
年度 第５回 畜産部会」の開催及び傍聴に
ついて（生産局畜産部畜産企画課畜産総合
推進室）
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇「食料・農業・農村政策審議会 農業農
村振興整備部会（平成22年度 第４回）」の
開催及び一般傍聴について（農村振興局整
備部設計課計画調整室）
◇原田園本舗 株式会社における緑茶の不
適正表示に対する措置について（消費・安
全局表示・規格課食品表示・規格監視室）

10日㈭◇三重県における高病原性鳥インフルエン
ザ（１例目）の清浄性確認検査の結果につ
いて（消費・安全局動物衛生課）
◇「平成23年産水稲の10a当たり平年収
量」について（大臣官房統計部生産流通消

費統計課）
11日㈮◇「第４回農林水産省地震災害対策本部」

の開催について（経営局経営政策課災害総
合対策室） 
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
15回 年次会合」の開催について（水産庁
資源管理部国際課）
◇「第12回 日中漁業共同委員会 第２回 準
備会合」の開催について（水産庁資源管理
部国際課）
◇「子ども農山漁村交流プロジェクト ふ
るさとへの手紙コンクール」審査結果につ
いて（農林水産省大臣官房食料安全保障
課、農林水産省農村振興局農村政策部都市
農村交流課都市農業室、文部科学省初等中
等教育局児童生徒課）
◇未判定外来生物の判定に係る意見の募集
（パブリックコメント）について（大臣官
房環境バイオマス政策課）

12日㈯◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇危機対応融資の対象の追加について（農
林水産省経営局金融調整課、財務省大臣官
房政策金融課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇「第２回 農林水産省原子力災害対策本
部」の開催について（大臣官房食料安全保
障課）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害に関する相談窓口の開設について
（経営局経営政策課）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震による、被害農林漁業者等に対する資金
の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等につ
いて（経営局経営政策課災害総合対策室）

13日㈰◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
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◇千葉県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑い事例について（消費・安全局動物
衛生課）
◇千葉県における高病原性鳥インフルエン
ザの疑似患畜の確認について（消費・安全
局動物衛生課）

14日㈪◇農林水産省携帯電話用ホームページの開
設について（大臣官房情報評価課）
◇「『東北地方太平洋沖地震』災害復旧木
材確保対策連絡会議（仮称）」の開催につ
いて（林野庁林政部木材産業課）
◇東北地方太平洋沖地震による被災地への
物資供給及び救助等について（水産庁漁政
部漁政課船舶管理室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）

15日㈫◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇「『東北地方太平洋沖地震』災害復旧木
材確保対策連絡会議」の結果について（林
野庁林政部木材産業課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（農村振興局整備部防災課災
害対策室）

16日㈬◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇応急食料品調達要請等への対応状況（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「米の安定供給の確保について ～消費
者の皆様への農林水産大臣メッセージ～」
の公表について（総合食料局食糧部計画課）
◇第62回 獣医師国家試験の結果について
（消費・安全局畜水産安全管理課）

17日㈭◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～水産庁漁業調査・取締船に
よる物資運搬の状況（３月17日現在）～（水
産庁水産庁東北地方太平洋沖地震対策チー
ム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～緊急支援物資（木炭等）の
供給について～（林政部経営課特用林産対
策室）
◇千葉県における高病原性鳥インフルエン

ザの疑似患畜（２例目）の確認について
（消費・安全局動物衛生課）

18日㈮◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月18日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月18日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～「平成23年（2011年）東北
地方太平洋沖地震の被害に関する相談窓
口」フリーダイヤルの新設について～（経
営局経営政策課）
◇局地激甚災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令について（経営局
経営政策課災害総合対策室）

19日㈯◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月19日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～東北地方太平洋沖地震によ
る被災地への物資供給等について～（水産
庁水産庁東北地方太平洋沖地震対策チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月19日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇奈良県における清浄性確認検査の結果に
ついて（消費・安全局動物衛生課）

20日㈰◇東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま
えた農作物や食品等の取り扱いについて
（総合食料局流通課）
◇ほうれんそうの供給確保について（生産
局生産流通振興課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月20日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「平成23年（2011）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～食料・飲料水等の支援実
績について（３月20日午前７時現在）～」
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の一部訂正について（総合食料局総務課政
策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月20日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇お米の安定供給の確保について（総合食
料局食糧部計画課）

21日㈪◇東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま
えた卸売市場における生鮮食料品の取扱い
について（総合食料局流通課）
◇宮崎県における13例目の清浄性確認検査
の結果について（消費・安全局動物衛生課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月21日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～東北地方太平洋沖地震によ
る被災地への物資供給等について～（水産
庁東北地方太平洋沖地震対策チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月21日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇第24次 南極海鯨類捕獲調査（平成22年
度）の結果について（水産庁資源管理部遠
洋課）

22日㈫◇卸売市場における生鮮食料品の取扱いに
係る市場関係団体への周知徹底について
（総合食料局流通課）
◇東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま
えた生鮮食料品等の取扱いについて（総合
食料局流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災地への物資供給等につ
いて～（水産庁東北地方太平洋沖地震対策
チーム）
◇21日の出荷制限の指示後の、卸売市場に
おける野菜の取引の状況について（３月22
日）（総合食料局流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月22日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「食料・農業・農村政策審議会 平成22

年度 第５回 畜産部会」の開催について
（生産局畜産部畜産企画課畜産総合推進室）
◇雪印メグミルク 株式会社、日本ミルク
コミュニティ 株式会社及び雪印乳業 株式
会社の産業活力の再生及び産業活動の革新
に関する特別措置法に基づく事業再構築計
画の変更認定について（生産局畜産部牛乳
乳製品課）
◇米国ノースカロライナ州からの家きん及
び家きん肉等の輸入停止措置について（消
費・安全局動物衛生課国際衛生対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～東北地方太平洋沖地震復旧
復興に向けた合板需給情報交換会の開催に
ついて～（林野庁林政部木材利用課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月22日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

23日㈬◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の対応～農産物等の出荷制限により影響
を受ける農業者等に対する金融の円滑化に
ついて～（生産局総務課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～応急措置・復旧に係る農業
振興地域制度・農地転用許可制度の取扱い
～（農村振興局農村政策部農村計画課）
◇吉田農林水産大臣政務官の国内出張につ
いて（農村振興局整備部水資源課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料水等の支援実績
について（３月23日午前７時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「インド洋まぐろ類委員会（IOTC）第
15回 年次会合」の結果について（水産庁
資源管理部国際課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月23日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～「東北地方太平洋沖地震復
旧復興に向けた合板需給情報交換会」の結
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果について～（林野庁林政部木材利用課）
24日㈭◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震

の被害と対応～災害応急ポンプによる海水
で湛水した農地の排水支援状況（３月23日
現在）～（農村振興局整備部設計課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月24日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～緊急支援物資（木炭等）の
供給について（３月24日現在）～（林野庁
林政部経営課特用林産対策室）
◇低温に伴う果樹等の被害防止に向けた技
術指導の徹底について（生産局生産流通振
興課、生産局生産流通振興課特産農産物対
策室）
◇パパイヤ種子の検査について（消費・安
全局農産安全管理課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月24日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

25日㈮◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災地への物資供給等につ
いて～（水産庁東北地方太平洋沖地震対策
チーム）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～放射性物質が検出された野菜等の廃
棄方法～（大臣官房環境バイオマス政策課）
◇田名部農林水産大臣政務官の国内出張に
ついて（経営局経営政策課災害総合対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月25日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～畜産物と放射性物質に関する情報の
農林水産省ホームページへの掲載～（生産
局畜産部食肉鶏卵課、生産局畜産部牛乳乳
製品課）
◇平成23年度 畜産物価格等の決定につい
て（生産局畜産部牛乳乳製品課、生産局畜

産部食肉鶏卵課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成22年度 第２回 対馬暖流系アジ・サ
バ・イワシ長期漁海況予報（水産庁増殖推
進部漁場資源課、独立行政法人水産総合研
究センター西海区水産研究所業務推進部）
◇「林政審議会」の開催及び一般傍聴につ
いて（林野庁林政部林政課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月25日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「太平洋クロマグロの国内漁業における
資源管理強化」について（水産庁資源管理
部国際課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～ミネラルウォーターの需要
の増加に伴う対応について～（総合食料局
食品産業振興課）

26日㈯◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月26日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月26日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～容器入り飲料水（ミネラ
ルウォーター類）に係るJAS法の運用につ
いて～（農林水産省消費・安全局表示・規
格課、消費者庁食品表示課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月26日19時現在）～（水産庁東
北地方太平洋沖地震対策チーム）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～東京電力福島原子力発電所の事故を
踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて
（再周知）～（総合食料局流通課）

27日㈰◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月27日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
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◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月27日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

28日㈪◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～原子力発電所の事故に伴う出荷制限
等の対応について～（生産局農業環境対策
課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災地への物資供給につい
て～（水産庁東北地方太平洋沖地震対策
チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～農山漁村被災者受け入れ連
絡会議（仮称）の開催について～（農村振
興局農村政策部中山間地域振興課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～農林水産業施設災害復旧事
業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行
規則の一部改正について～（農村振興局整
備部防災課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～国産材（合板用材等）の安
定供給の推進について～（林野庁林政部経
営課、林野庁林政部木材産業課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月28日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災船舶の所有者情報の提
供について～（水産庁資源管理部管理課）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～魚介類についてのご質問と回答～
（水産庁漁政部加工流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～水産庁漁業取締船による被
災状況報告～（水産庁東北地方太平洋沖地
震対策チーム）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月28日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

◇平成22年産米の相対取引価格（平成23年
２月）（総合食料局食糧部計画課）

29日㈫◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～加工食品に係るJAS法の運
用について～（農林水産省消費・安全局表
示・規格課、消費者庁食品表示課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料等の無償提供の追加申
し出を行った企業等（３月29日）（総合食
料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～津波により流失や冠水等
の被害を受けた農地の推定面積～（大臣官
房統計部生産流通消費統計課、農村振興局
整備部設計課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～原子力発電所事故を踏まえた円滑な
食品流通の確保に関する情報の提供につい
て～（総合食料局流通課）
◇「平成23年度 全国家畜衛生主任者会
議」の開催及び傍聴について（消費・安全
局動物衛生課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月29日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇森林農地整備センター（旧緑資源機構）
の入札監視のための委員会の開催について
（林野庁森林整備部整備課）
◇「日ロサケ・マス漁業交渉」の開催につ
いて（水産庁資源管理部国際課）
◇「森林資源の循環利用に関する意識・意
向調査」及び「林業経営に関する意向調
査」の結果について（林野庁林政部企画
課、大臣官房情報評価課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月29日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）

30日㈬◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被害農業者に対するスー
パー L資金の弾力的貸付について～（経営
局金融調整課）
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◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～食品関連事業者の皆様へ：水道事業
者等における水道摂取制限の実施状況につ
いて～（総合食料局流通課）
◇平成23年度「麦の需給に関する見通し」
の公表について（総合食料局食糧部食糧貿
易課）
◇「平成23年度 飼料需給計画」の策定に
ついて（生産局畜産部畜産振興課需給対策
室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月30日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇米国ミズーリ州からの家きん及び家きん
肉等の輸入停止措置について（消費・安全
局動物衛生課国際衛生対策室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～円滑な食品流通の確保に関するQ＆
Aの追加について～（総合食料局流通課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月30日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇2010年木材輸入実績（林野庁林政部木材
利用課木材貿易対策室）

31日㈭◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～被災した農業集落排水施設
の支援状況（３月30日現在）～（農村振興
局整備部農村整備官）
◇平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の被害と対応～被災地域等における営農
準備のための技術指導について～（生産局
農業生産支援課、農村振興局整備部防災課
災害対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応（経営局経営政策課災害総合
対策室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～「農山漁村被災者受け入れ
連絡会議」の結果について～（農村振興局
農村政策部中山間地域振興課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震

の被害と対応～食料・飲料等の支援実施に
ついて（３月31日午前７時現在）～（総合
食料局総務課政策推進室）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～農業基盤の災害復旧のため
の技術者派遣について（３月30日現在）～
（農村振興局整備部設計課）
◇明治ホールディングス株式会社、明治製
菓株式会社及び明治乳業株式会社の産業活
力の再生及び産業活動の革新に関する特別
措置法に基づく事業再構築計画の変更認定
について（総合食料局食品産業振興課）
◇「平成21年度 林業機械保有状況調査結
果」の概要について（林野庁森林整備部研
究・保全課技術開発推進室）
◇バイオマスタウンの公表（第46回）（大
臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推
進室）
◇福島第一原子力発電所事故による影響と
対応～農作物等の安全性についての鹿野農
林水産大臣メッセージ～（総合食料局流通
課）
◇平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震
の被害と対応～企業等からの食料等の無償
提供の申し出（３月31日17時現在）～（総
合食料局総務課政策推進室）
◇「中央卸売市場整備計画」の公表につい
て（総合食料局流通課卸売市場室）

〈法令〉
３月７日㈪◇植物防疫法施行規則の一部を改正する省

令（農林水産省令第８号）を公布（平成23
年９月７日から施行）

９日㈬◇日本中央競馬会の平成23年事業年度にお
ける日本中央競馬会法第29条の２第３項の
割合を定める政令（政令第16号）を公布
（同日施行）

11日㈮◇動物用医薬品の使用の規制に関する省令
の一部を改正する省令（農林水産省令第９
号）を公布（同日施行）

24日㈭◇平成12年から平成21年までの間の火山現
象による東京都三宅村の区域に係る災害に
ついての激甚災害の指定及びこれに対し適
用すべき措置の指定に関する政令の一部を
改正する政令（政令第27号）を公布（同日
施行）
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◇平成22年等における特定地域に係る激甚
災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
に関する政令（政令第28号）を公布（同日
施行）
◇農業協同組合法施行規則の一部を改正す
る省令（農林水産省令第10号）を公布（同
日施行）
◇水産業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令（農林水産省令第11号）を公布
（同日施行）

25日㈮◇農林中央金庫法施行規則の一部を改正す
る命令（内閣府・農林水産省令第１号）を
公布（同日施行）
◇種苗法施行規則の一部を改正する省令
（農林水産省令第12号）を公布（平成23年
４月１日から施行）
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令（内閣府・
総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省令第１
号）を公布（同日施行）

29日㈫◇不要存置林野の売払いについての国有林
野の管理経営に関する法律施行規則及び国
有林野の活用に関する法律施行規則の臨時
特例に関する省令の一部を改正する省令
（農林水産省令第13号）を公布（同日施行）

31日㈭◇中小企業者等に対する金融の円滑化を諮
るための臨時措置に関する法律の一部を改
正する法律（法律第８号）を公布（同日施
行）
◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令の一部を改正する政令（政
令第87号）を公布（平成23年４月１日から
施行）
◇内閣府において交付金の配分計画に関す
る事務を行う事業又は事務を定める政令
（政令第90号）を公布（平成23年４月１日
から施行）
◇食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律に基づく再生利用事業計画の認定に
関する省令の一部を改正する省令（財務
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省令第１号）を公布
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一
部を改正する法律の施行の日（平成23年４
月１日）から施行）

◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律施行規則の一部を改正
する省令（財務省・厚生労働省・農林水産
省・経済産業省・環境省令第１号）を公布
（平成23年４月１日から施行）
◇農水産業協同組合に係る中小企業者等に
対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する命令の一部を改正する命令（内閣
府・農林水産省令第２号）を公布（同日施
行）
◇土地改良法施行規則の一部を改正する省
令（農林水産省令第15号）を公布（平成23
年４月１日から施行）
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農林水産省幹部職員名簿
（＊氏名は全て常用漢字等を使用しています）

平成２２年４月１日現在

赤 松 広 隆 鹿 野 道 彦 （ 22. 9.17 ～）

山 田 正 彦 筒 井 信 隆 （ 22. 9.21 ～）

郡 司 彰 篠 原 孝 （ 22．6．9 ～）

佐 々 木 隆 博 吉 田 公 一 （ 23. 2.25 ～）

舟 山 康 江 田 名 部 匡 代 （ 22. 9.21 ～）

井 出 道 雄 町 田 勝 弘 （ 22. 7.30 ～）

山 田 修 路 山 田 修 路 （ 21. 7.14 ～）

泉 貴 仁 梅 津 庸 成 （ 22.11.25 ～）

秋 山 公 城 河 南 健 （ 22. 9.17 ～）

○  大 臣 官 房  
佐 藤 正 典 本 川 一 善 （ 22. 7.30 ～）

針 原 寿 朗 針 原 寿 朗 （ 21. 1. 5 ～）

實 重 重 実 實 重 重 実 （ 21. 1. 5 ～）

小 栗 邦 夫 小 栗 邦 夫 （ 22．4．1 ～）

政策評価審議官（兼経営局） 坂 井 眞 樹 坂 井 眞 樹 （ 21. 7.14 ～）

林 田 直 樹 審 議 官 武 本 俊 彦 （ 22. 7.30 ～）

宮 原 章 人 林 田 直 樹 （ 19. 7.10 ～）

審議官 (兼消費・安全局兼総合食料局) 山 田 友 紀 子 山 田 友 紀 子 （ 19. 7.10 ～）

梅 田 勝 三 浦 公 嗣 （ 22. 7.30 ～）

雨 宮 宏 司 雨 宮 宏 司 （ 22．4．1 ～）

小 風 茂 審議官(兼生産局兼国際部) 小 風 茂 （ 21. 7.14 ～）

原 口 和 夫 原 口 和 夫 （ 17. 7.19 ～）

藤 本 一 郎 藤 本 一 郎 （ 21. 7.14 ～）

佐 々 木 康 雄 佐 々 木 康 雄 （ 21. 1. 5 ～）

石 井 俊 道 石 井 俊 道 （ 21. 1. 5 ～）

報 道 室 長 百 﨑 賢 之 森 田 健 児 （ 22. 8. 1 ～）

末 松 広 行 大 澤 誠 （ 22. 7.30 ～）

今 城 健 晴 今 城 健 晴 （ 21. 3.26 ～）

髙 橋 洋 髙 橋 洋 （ 21. 7.14 ～）

佐 藤 速 水 佐 藤 速 水 （ 22．4．1 ～）

石 田 寿 石 田 寿 （ 21. １. 5 ～）

会 計 監 査 室 長 本 多 一 郎 本 多 一 郎 （ 21. 4. 1 ～）

伊 藤 静 雄 伊 藤 静 雄 （ 21. １. 5 ～）

今 井 良 伸 今 井 良 伸 （ 22. 4. 1 ～）

櫻 庭 英 悦 櫻 庭 英 悦 （ 21. 7.14 ～）

情 報 分 析 ・評価室長 阿 部 勲 阿 部 勲 （ 21. 7.14 ～）

大 澤 誠 佐 南 谷 英 龍 （ 22. 7.30 ～）

食料自給率向上対策室長 内 田 幸 雄 内 田 幸 雄 （ 22．4．1 ～）

平成２３年３月３１日現在

秘 書 課 長

文 書 課 長

予 算 課 長

厚 生 課 長

経 理 課 長

食 料 安 全 保 障 課 長

審 議 官 （ 国 際 ）

審議官（兼消費・安全局）

農 林 水 産 大 臣

農 林 水 産 副 大 臣

農 林 水 産 副 大 臣

農 林 水 産 大 臣 政 務 官

農 林 水 産 大 臣 秘 書 官 事 務 取 扱

農 林 水 産 大 臣 政 務 官

農 林 水 産 事 務 次 官

技 術 総 括 審 議 官

地 方 課 長

情 報 評 価 課 長

農 林 水 産 審 議 官

農 林 水 産 大 臣 秘 書 官

政 策 報 道 官

総 務 課 長

政 策 課 長

官 房 長

総 括 審 議 官

総 括 審 議 官 （ 国 際 ）

農林水産省幹部職員名簿
（＊氏名は全て常用漢字等を使用しています）

職　　　　　　名

審議官（環境兼生産局）

審 議 官 （ 兼 生 産 局 ）

参 事 官 （ 環 境 ･ 国 際 ）

参 事 官 （ 兼 経 営 局 ）

審 議 官 （ 国 際 ）
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西 郷 正 道 西 郷 正 道 （ 19. 7.10 ～）

バイオマス推進室長 遠 藤 順 也 深 水 秀 介 （ 22.11.22 ～）

地 球 環 境 対 策 室 長 木 内 岳 志 大 友 哲 也 （ 23. 2. 1 ～）

榊 浩 行 木 内 岳 志 （ 23. 2. 1 ～）

大 浦 久 宜 山 口 英 彰 （ 21.10. 1 ～）

山 口 英 彰 大 杉 武 博 （ 22.11.30 ～）

山 下 正 行 山 下 正 行 （ 20. 1.17 ～）

佐 南 谷 英 龍 大 山 誠 一 郎 （ 22. 7.30 ～）

対 外 政 策 調 整 室 長 永 井 春 信 欠

横 山 紳 水 野 政 義 （ 22.12. 3 ～）

輸 出 促 進 室 長 竹 内 純 一 土 橋 信 昭 （ 22. 7.30 ～）

強 谷 雅 彦 強 谷 雅 彦 （ 20. 8. 4 ～）

福 岡 徹 幸 田 淳 （ 21. 8. 1 ～）

幸 田 淳 畠 山 一 成 （ 22．5．1 ～）

岡 田 憲 和 岡 田 憲 和 （ 22．4．1 ～）

水 間 史 人 大 浦 久 宜 （ 22.11.30 ～）

細 川 隆 德 細 川 隆 德 （ 20. 7. 4 ～）

千 葉 光 洋 千 葉 光 洋 （ 21. 1. 5 ～）

長 清 長 清 （ 21. 7.14 ～）

次 長 渡 部 靖 夫 渡 部 靖 夫 （ 18. 8. 1 ～）

○  統計部
齊 藤 昭 齊 藤 昭 （ 21. 7.14 ～）

今 井 良 伸 管 理 課 長 德 田 正 一 （ 22. 5.10 ～）

鶴 見 和 良 鶴 見 和 良 （ 21. 4. 1 ～）

シ ス テ ム 管 理 室 長 名 本 優 名 本 優 （ 21. 4. 1 ～）

中 山 二 三 雄 中 山 二 三 雄 （ 21. 7.14 ～）

セ ン サ ス 統 計 室 長 矢 野 哲 男 矢 野 哲 男 （ 21. 4. 1 ～）

中 島 仁 三 柏 原 卓 司 （ 22. 7.30 ～）

消 費 統 計 室 長 伊 藤 公 一 前 原 浩 一 （ 22. 7.30 ～）

○  総合食料局
髙 橋 博 髙 橋 博 （ 21. 7.14 ～）

中 村 英 男 中 村 英 男 （ 22. 4. 1 ～）

梶 島 達 也 梶 島 達 也 （ 21. 1. 5 ～）

政 策 推 進 室 長 土 居 邦 弘 土 居 邦 弘 （ 20. 8. 1 ～）

経 理 室 長 樋 口 明 彦 樋 口 明 彦 （ 21. 4. 1 ～）

吉 井 巧 吉 井 巧 （ 20. 7. 4 ～）

卸 売 市 場 室 長 橋 本 裕 治 長 井 俊 彦 （ 22．7.12 ～）

新 井 ゆ た か 新 井 ゆ た か （ 21. 5.16 ～）

食 品 環 境 対 策 室 長 矢 花 渉 史 矢 花 渉 史 （ 21. 9.24 ～）

津 垣 修 一 植 村 悌 明 （ 22.11.22 ～）

外 食 産 業 室 長 増 井 国 光 増 井 国 光 （ 21. 9. 9 ～）

長 田 朋 二 野 津 山 喜 晴 （ 22. 8. 5 ～）

荒 川 隆 荒 川 隆 （ 21. 7.14 ～）

村 井 正 親 天 羽 隆 （ 23. 1.11 ～）

需 給 調 整 対 策 室 長 前 島 明 成 松 尾 浩 則 （ 23. 1.11 ～）

中 村 啓 一 中 村 啓 一 （ 21. 1. 5 ～）

    流 通 加 工 対 策 室 長 稲 葉 恭 正 稲 葉 恭 正 （ 22．4．1 ～）

塩 川 白 良 塩 川 白 良 （ 21. 1. 5 ～）

流 通 課 長

農 林 水 産 研 修 所 長

農林水産政策研究所長

検 査 課 長

国 際 政 策 課 長

次 長

総 務 課 長

国 際 経 済 課 長

局 長

消 費 流 通 課 長

食 糧 貿 易 課 長

食 糧 部 長

商 品 取 引 監 理 官

計 画 課 長

参 事 官

参 事 官

参 事 官

参 事 官

参 事 官

食 品 産 業 振 興 課 長

経 営 ・ 構 造 統 計 課 長

管 理 課 長 事 務 代 理

統 計 企 画 課 長

食 品 産 業 企 画 課 長

生産流通消費統計課長

協 同 組 合 検 査 部 長

部 長

環境バイオマス政策課長

国 際 部 長

国 際 協 力 課 長

調 整 課 長
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○  消費・安全局
平 尾 豊 德 奥 原 正 明 （ 22. 7.30 ～）

姫 田 尚 姫 田 尚 （ 21. 1. 5 ～）

嘉 多 山 茂 嘉 多 山 茂 （ 19. 7.10 ～）

光 吉 一 光 吉 一 （ 22．4．1 ～）

食品表示・規格監視室長 鎌 村 貞 寿 江 渡 浩 （ 23. 1.11 ～）

朝 倉 健 司 朝 倉 健 司 （ 19. 7.10 ～）

農 薬 対 策 室 長 寺 田 博 幹 寺 田 博 幹 （ 21. 4. 1 ～）

池 田 一 樹 池 田 一 樹 （ 21. 7.14 ～）

水 産 安 全 室 長 竹 葉 有 記 竹 葉 有 記 （ 21. 7. 1 ～）

福 盛 田 共 義 福 盛 田 共 義 （ 20.12. 1 ～）

検 疫 対 策 室 長 阪 村 基 阪 村 基 （ 20. 4.16 ～）

川 島 俊 郎 川 島 俊 郎 （ 21. 7.14 ～）

国 際 衛 生 対 策 室 長 山 本 実 山 本 実 （ 21. 7.14 ～）

柏 原 卓 司 井 内 雅 明 （ 22. 7.30 ～）

○  生  産  局
本 川 一 善 今 井 敏 （ 22. 7.30 ～）

水 田 正 和 水 田 正 和 （ 21. 1. 5 ～）

生 産 推 進 室 長 福 田 英 明 福 田 英 明 （ 21. 7. 1 ～）

国 際 室 長 黒 川 淳 一 佐 藤 正 （ 22. 7.30 ～）

別 所 智 博 別 所 智 博 （ 22．4．1 ～）

鳥 獣 被 害 対 策 室 長 森 澤 敏 哉 森 澤 敏 哉 （ 22．4．1 ～）

深 井 宏 佐 藤 明 生 （ 22. 7.30 ～）

川 合 靖 洋 遠 藤 順 也 （ 22.11.22 ～）

種 苗 審 査 室 長 大 友 哲 也 植 木 隆 （ 23. 2. 1 ～）

天 羽 隆 青 山 豊 久 （ 23. 1.11 ～）

流 通 加 工 対 策 室 長 菱 沼 義 久 小 林 勝 利 （ 22. 7.30 ～）

花 き 産 業 振 興 室 長 表 尚 志 佐 分 利 応 貴 （ 22．7．1 ～）

特産農産物対策室長 春 日 健 二 春 日 健 二 （ 20. 8. 1 ～）

松 尾 元 松 尾 元 （ 22．4．1 ～）

井 内 雅 明 菱 沼 義 久 （ 22. 7.30 ～）

佐 藤 一 雄 佐 藤 一 雄 （ 20. 7. 4 ～）

原 田 英 男 原 田 英 男 （ 21. 7.14 ～）

畜 産 総 合 推 進 室 長 山 根 英 一 郎 秋 山 公 城 （ 22．7．9 ～）

畜産環境･経営安定対策室長 迫 田 潔 迫 田 潔 （ 22．4．1 ～）

大 野 高 志 大 野 高 志 （ 20. 8. 4 ～）

畜 産 技 術 室 長 菊 地 令 菊 地 令 （ 21. 7.14 ～）

需 給 対 策 室 長 小 林 栄 隆 大 島 英 彦 （ 22.10.16 ～）

草 地 整 備 推 進 室 長 小 林 博 行 小 倉 弘 明 （ 22.10. 1 ～）

倉 重 泰 彦 倉 重 泰 彦 （ 21. 7.14 ～）

渡 邉 洋 一 渡 邉 洋 一 （ 22．4．1 ～）

食 肉 需 給 対 策 室 長 富 田 育 稔 富 田 育 稔 （ 20. 8. 4 ～）

漆 原 勝 彦 漆 原 勝 彦 （ 21. 1. 5 ～）

○  経  営  局
今 井 敏 平 尾 豊 德 （ 22. 7.30 ～）

豊 田 育 郎 豊 田 育 郎 （ 21. 1. 5 ～）

調 整 室 長 宍 戸 裕 一 宍 戸 裕 一 （ 21. 7.14 ～）

平 岩 裕 規 金 丸 康 夫 （ 22. 8.10 ～）

経 営 安 定 対 策 室 長 中 田 大 介 中 田 大 介 （ 20. 8. 1 ～）

農 業 環 境 対 策 課 長

畜 産 部 長

局 長

生 産 流 通 振 興 課 長

局 長

総 務 課 長

総 務 課 長

消 費 ・ 安 全 政 策 課 長

表 示 ・ 規 格 課 長

知 的 財 産 課 長

農 業 生 産 支 援 課 長

競 馬 監 督 課 長

経 営 政 策 課 長

畜 産 振 興 課 長

局 長

食 肉 鶏 卵 課 長

牛 乳 乳 製 品 課 長

農 産 安 全 管 理 課 長

植 物 防 疫 課 長

畜 水 産 安 全 管 理 課 長

消 費 者 情 報 官

畜 産 企 画 課 長

総 務 課 長

動 物 衛 生 課 長

参 事 官 ( 兼 生 産 局 )

技 術 普 及 課 長
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災 害 総 合 対 策 室 長 松 井 孝 之 真 鍋 郁 夫 （ 23. 1. 1 ～）

高 橋 孝 雄 高 橋 孝 雄 （ 22．4．1 ～）

経 営 構 造 対 策 室 長 折 原 直 折 原 直 （ 22．4．1 ～）

農 地 業 務 室 長 島 田 英 俊 島 田 英 俊 （ 22．4．1 ～）

角 谷 德 道 榊 浩 行 （ 23. 1.11 ～）

女性・高齢者活動推進室長 二 階 堂 孝 子 二 階 堂 孝 子 （ 20. 8. 1 ～）

平 形 雄 策 平 形 雄 策 （ 21.10. 1 ～）

経営・組織対策室長 長 井 俊 彦 山 北 幸 泰 （ 22. 7.12 ～）

青 山 豊 久 村 井 正 親 （ 23. 1.11 ～）

渡 邊 毅 渡 邊 毅 （ 22．4．1 ～）

保 険 数 理 室 長 木 村 治 和 木 村 治 和 （ 20. 4. 1 ～）

青 木 勉 青 木 勉 （ 21. 4. 1 ～）

○  農村振興局
吉 村 馨 吉 村 馨 （ 21. 1. 5 ～）

齋 藤 晴 美 齋 藤 晴 美 （ 21. 1. 5 ～）

枝 元 真 徹 枝 元 真 徹 （ 21. 7.14 ～）

三 浦 進 三 浦 進 （ 21. 7.14 ～）

坂 本 修 坂 本 修 （ 21. 7.14 ～）

農 村 政 策 推 進 室 長 池 田 泰 雄 池 田 泰 雄 （ 22．4．1 ～）

小 林 厚 司 小 林 厚 司 （ 22．4．1 ～）

中山間整備推進室長 志 知 雄 一 志 知 雄 一 （ 21. 7.14 ～）

地 域 資 源 循 環 室 長 宮 森 俊 光 瀧 戸 淑 章 （ 22．7．1 ～）

仲 家 修 一 仲 家 修 一 （ 21. 7.14 ～）

都 市 農 業 室 長 森 田 健 児 前 島 明 成 （ 23. 1.11 ～）

近 藤 秀 樹 近 藤 秀 樹 （ 21. 7.14 ～）

農 村 環 境 対 策 室 長 野 澤 英 児 野 澤 英 児 （ 20. 8. 1 ～）

米 澤 俊 介 米 澤 俊 介 （ 21. 7.14 ～）

齊 藤 政 満 齊 藤 政 満 （ 21. 1. 5 ～）

田 野 井 雅 彦 田 野 井 雅 彦 （ 22．4．1 ～）

計 画 調 整 室 長 田 中 秀 明 田 中 秀 明 （ 20. 8. 1 ～）

施 工 企 画 調 整 室 長 阿 武 隆 弘 阿 武 隆 弘 （ 22．4．1 ～）

海外土地改良技術室長 内 藤 久 仁 彦 内 藤 久 仁 彦 （ 21. 4. 1 ～）

長 谷 川 博 章 上 大 田 光 成 （ 22. 7.30 ～）

島 田 眞 司 島 田 眞 司 （ 20. 8. 1 ～）

農 業 用 水 対 策 室 長 太 田 勝 也 太 田 勝 也 （ 22．4．1 ～）

施 設 保 全 管 理 室 長 瀧 戸 淑 章 圓 山 満 久 （ 22．7．1 ～）

矢 野 均 矢 野 均 （ 22．4．1 ～）

経営体育成基盤整備推進室長 赤 﨑 暢 彦 赤 﨑 暢 彦 （ 21. 7.14 ～）

農地・水・環境保全対策室長 田 中 龍 太 田 中 龍 太 （ 22．4．1 ～）

黒 田 憲 司 小 林 浩 史 （ 23. 1.18 ～）

災 害 対 策 室 長 磯 部 拓 二 磯 部 拓 二 （ 22．4．1 ～）

坂 井 康 宏 坂 井 康 宏 （ 21. 1. 5 ～）

○  技 術 会 議 
三 輪 睿 太 郎 三 輪 睿 太 郎 （ 19.10.11 ～）

奥 原 正 明 宮 坂 亘 （ 22. 7.30 ～）

小 林 裕 幸 藤 本 潔 （ 21. 1. 5 ～）

藤 本 潔 松 田 紀 子 （ 22. 8.10 ～）

榎 本 雅 仁 大 内 秀 彦 （ 22. 7.30 ～）

調 整 室 長 松 岡 謙 二 瀧 澤 永 佳 （ 23. 1. 1 ～）

協 同 組 織 課 長

金 融 調 整 課 長

農 村 政 策 部 長

会 長

設 計 課 長

参事官（兼農村振興局）

事 務 局 長

研 究 総 務 官

構 造 改 善 課 長

局 長

次 長

総 務 課 長

保 険 課 長

人 材 育 成 課 長

整 備 部 長

農 村 計 画 課 長

保 険 監 理 官

農 村 環 境 課 長

都 市 農 村 交 流 課 長

中 山 間 地 域 振 興 課 長

土 地 改 良 企 画 課 長

農 村 整 備 官

防 災 課 長

水 資 源 課 長

農 地 資 源 課 長

総 務 課 長

研 究 総 務 官
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横 田 敏 恭 横 田 敏 恭 （ 20. 4. 1 ～）

技 術 安 全 室 長 作 田 竜 一 作 田 竜 一 （ 22．4．1 ～）

酒 井 豊 酒 井 豊 （ 22．4．1 ～）

産 学 連 携 室 長 川 合 豊 彦 島 田 和 彦 （ 23. 1. 1 ～）

鈴 木 亮 太 郎 内 川 昭 彦 （ 23. 1.17 ～）

尾 関 秀 樹 尾 関 秀 樹 （ 20. 8. 1 ～）

小 平 均 小 平 均 （ 21. 7.14 ～）

神 山 修 橋 本 政 樹 （ 22. 7.30 ～）

樫 村 芳 記 樫 村 芳 記 （ 22．4．1 ～）

吉 岡 修 吉 岡 修 （ 22．4．1 ～）

齋 藤 昌 義 齋 藤 昌 義 （ 21. 1. 5 ～）

髙 野 誠 髙 野 誠 （ 21. 4. 1 ～）

能 登 靖 吉 岡 賢 治 （ 22. 7.30 ～）

欠 横 山 紳 （ 22.12. 3 ～）

○  林   野   庁
島 田 泰 助 皆 川 芳 嗣 （ 22. 7.30 ～）

宮 坂 亘 沼 田 正 俊 （ 22. 7.30 ～）

飯 髙 悟 末 松 広 行 （ 22. 7.30 ～）

三 浦 正 充 三 浦 正 充 （ 22．4．1 ～）

牧 元 幸 司 安 東 隆 （ 23. 2.17 ～）

安 東 隆 松 原 明 紀 （ 23. 2.17 ～）

林 業 労 働 対 策 室 長 原 田 隆 行 原 田 隆 行 （ 22．4．1 ～）

特 用 林 産 対 策 室 長 森 川 誠 道 吉 村 洋 （ 22. 8. 1 ～）

鈴 木 信 哉 渕 上 和 之 （ 22. 7.30 ～）

池 渕 雅 和 池 渕 雅 和 （ 21. 7.14 ～）

木 材 貿 易 対 策 室 長 赤 木 利 行 小 澤 眞 虎 人 （ 22. 7.30 ～）

津 元 賴 光 津 元 賴 光 （ 21.10. 1 ～）

矢 部 三 雄 本 郷 浩 二 （ 22. 7.30 ～）

施 工 企 画 調 整 室 長 柳 田 真 一 郎 矢 野 彰 宏 （ 22. 9.16 ～）

森林総合利用・山村振興室長 厨 秀 俊 犬 塚 昌 良 （ 23. 1. 1 ～）

海 外 林 業 協 力 室 長 清 水 邦 夫 上 田 浩 史 （ 22. 7.30 ～）

肥 後 賢 輔 肥 後 賢 輔 （ 22. 2. 1 ～）

造 林 間 伐 対 策 室 長 池 田 直 弥 今 泉 裕 治 （ 22. 7.30 ～）

平 之 山 俊 作 平 之 山 俊 作 （ 21.10. 1 ～）

山 地 災 害 対 策 室 長 井 出 光 俊 井 出 光 俊 （ 21. 4. 1 ～）

水源地治山対策室長 中 山 浩 次 中 西 誠 （ 22. 7.30 ～）

出 江 俊 夫 出 江 俊 夫 （ 22．4．1 ～）

技 術 開 発 推 進 室 長 渕 上 和 之 池 田 直 弥 （ 22. 7.30 ～）

森 林 保 全 推 進 室 長 松 本 寛 喜 松 本 寛 喜 （ 21.12. 1 ～）

森 林 保 護 対 策 室 長 中 村 毅 中 村 毅 （ 21. 4. 1 ～）

沼 田 正 俊 古 久 保 英 嗣 （ 22. 7.30 ～）

新 井 毅 新 井 毅 （ 21. 7.14 ～）

監 査 室 長 石 井 晴 雄 石 井 晴 雄 （ 21.10. 1 ～）

本 郷 浩 二 鈴 木 信 哉 （ 22. 7.30 ～）

情 報 管 理 室 長 吉 野 示 右 吉 野 示 右 （ 22．4．1 ～）

川 端 省 三 川 端 省 三 （ 21.10. 1 ～）

国 有 林 野 管 理 室 長 河 野 晃 河 野 晃 （ 21. 4. 1 ～）

国有林野総合利用推進室長 角 秀 敏 角 秀 敏 （ 21. 9. 1 ～）

奥 田 辰 幸 奥 田 辰 幸 （ 21. 9. 1 ～）

福 利 厚 生 室 長 飛 山 龍 一 飛 山 龍 一 （ 21.12. 1 ～）

研 究 調 整 官 （ 兼 大 臣 官 房 ）

技 術 政 策 課 長

長 官

林 政 課 長

木 材 産 業 課 長

国 有 林 野 部 長

治 山 課 長

管 理 課 長

森 林 整 備 部 長

計 画 課 長

業 務 課 長

国 際 研 究 課 長

整 備 課 長

研 究 ・ 保 全 課 長

企 画 課 長

経 営 課 長

木 材 利 用 課 長

職 員 ・ 厚 生 課 長

研 究 開 発 官

研 究 開 発 官

研 究 開 発 官

研 究 調 整 官

技 術 広 報 官

研 究 調 整 官

研 究 調 整 官

研 究 推 進 課 長

次 長

林 政 部 長

研 究 調 整 官

経 営 企 画 課 長



農林水産省幹部職員名簿― 384 ―

○  森林管理局 
山 﨑 信 介 山 﨑 信 介 （ 21. 9. 1 ～）

古 久 保 英 嗣 矢 部 三 雄 （ 22. 7.30 ～）

臼 杵 徳 一 臼 杵 徳 一 （ 22．4．1 ～）

城 土 裕 城 土 裕 （ 21. 4. 1 ～）

本 村 裕 三 本 村 裕 三 （ 22．4．1 ～）

篠 田 幸 昌 宮 原 章 人 （ 22. 7.30 ～）

沖 修 司 沖 修 司 （ 21. 10. 1 ～）

○  水   産   庁
町 田 勝 弘 佐 藤 正 典 （ 22. 7.30 ～）

山 下 潤 宮 原 正 典 （ 23. 1.11 ～）

柄 澤 彰 柄 澤 彰 （ 22．4．1 ～）

太 田 豊 彦 太 田 豊 彦 （ 22．4．1 ～）

船 舶 管 理 室 長 青 井 茂 雄 青 井 茂 雄 （ 22．4．1 ～）

德 田 正 一 森 健 （ 22. 5.10 ～）

水産業体質強化推進室長 保 科 正 樹 保 科 正 樹 （ 21. 4. 1 ～）

大 角 亨 大 角 亨 （ 22．4．1 ～）

指 導 室 長 尾 添 幹 雄 尾 添 幹 雄 （ 21. 4. 1 ～）

竹 田 秀 一 竹 田 秀 一 （ 21. 1. 5 ～）

水産物貿易対策室長 伊 佐 広 己 伊 佐 広 己 （ 21. 7. 1 ～）

大 石 浩 平 大 石 浩 平 （ 21. 9. 1 ～）

前 章 裕 前 章 裕 （ 20. 7. 4 ～）

江 口 洋 一 郎 江 口 洋 一 郎 （ 22．4．1 ～）

宮 原 正 典 香 川 謙 二 （ 23. 1.11 ～）

内 海 和 彦 内 海 和 彦 （ 21. 9. 1 ～）

資 源 管 理 推 進 室 長 木 島 利 通 木 島 利 通 （ 20. 7. 4 ～）

指 導 監 督 室 長 福 田 安 男 福 田 安 男 （ 21. 5. 1 ～）

長 谷 成 人 長 谷 成 人 （ 20. 7. 4 ～）

遊漁･海面利用室長 矢 吹 哲 一 朗 矢 吹 哲 一 朗 （ 22．4．1 ～）

花 房 克 磨 花 房 克 磨 （ 21. 9. 1 ～）

下 村 聡 山 本 徹 弥 （ 22. 7.30 ～）

海 外 漁 業 協 力 室 長 平 石 一 夫 平 石 一 夫 （ 21. 9. 1 ～）

森 下 丈 二 森 下 丈 二 （ 20. 4. 1 ～）

成 子 隆 英 成 子 隆 英 （ 20. 7. 4 ～）

武 井 篤 武 井 篤 （ 20. 4. 1 ～）

海 洋 技 術 室 長 熊 谷 徹 熊 谷 徹 （ 21. 4. 1 ～）

香 川 謙 二 川 村 始 （ 23. 1.11 ～）

生 態 系 保 全 室 長 遠 藤 久 遠 藤 久 （ 21. 6. 1 ～）

山 下 容 弘 山 下 容 弘 （ 22．4．1 ～）

平 井 光 行 平 井 光 行 （ 21. 4. 1 ～）

橋 本 牧 橋 本 牧 （ 19. 4. 1 ～）

宇 賀 神 義 宣 宇 賀 神 義 宣 （ 21. 4. 1 ～）

髙 吉 晋 吾 髙 吉 晋 吾 （ 21. 4. 1 ～）

本 田 直 久 本 田 直 久 （ 21. 4. 1 ～）

 水産施設災害対策室長 岡 貞 行 岡 貞 行 （ 21. 4. 1 ～）

後 藤 曉 後 藤 曉 （ 14. 9.16 ～）

○  地方農政局 
佐 藤 憲 雄 佐 藤 憲 雄 （ 22．4．1 ～）

皆 川 芳 嗣 宮 本 敏 久 （ 22. 7.30 ～）

角 田 豊 角 田 豊 （ 22．4．1 ～）

計 画 課 長

東 北 農 政 局 長

関 東 農 政 局 長

北 陸 農 政 局 長

国 際 顧 問 （ 水 産 ）

漁 業 保 険 管 理 官

防 災 漁 村 課 長

増 殖 推 進 部 長

加 工 流 通 課 長

参 事 官

漁 港 漁 場 整 備 部 長

整 備 課 長

研 究 指 導 課 長

栽 培 養 殖 課 長

審 議 官

管 理 課 長

沿 岸 沖 合 課 長

漁 場 資 源 課 長

遠 洋 課 長

国 際 課 長

参 事 官

漁 政 課 長

中 部 森 林 管 理 局 長

資 源 管 理 部 長

漁 政 部 長

参 事 官

企 画 課 長

水 産 経 営 課 長

近畿中国森林管理局長

四 国 森 林 管 理 局 長

長 官

次 長

九 州 森 林 管 理 局 長

北 海 道 森 林 管 理 局 長

東 北 森 林 管 理 局 長

関 東 森 林 管 理 局 長
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竹 森 三 治 竹 森 三 治 （ 21. 1. 5 ～）

塚 本 和 男 塚 本 和 男 （ 21. 7.14 ～）

勝 山 達 郎 勝 山 達 郎 （ 21. 4. 1 ～）

宮 本 敏 久 飯 髙 悟 （ 22. 7.30 ～）九 州 農 政 局 長

東 海 農 政 局 長

近 畿 農 政 局 長

中 国 四 国 農 政 局 長
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平成22年度

　

（備考）

 ことを示す。

 し、又は、総括整理

 する等の職であるこ

 とを示す。

 等機関及び特別の機

 関であることを示す

 。

 あることを示す。

( )  は、数を示す。

文 書 課

総 務 課

保 険 課動 物 衛 生 課

食品産業振興課

地 方 課

予 算 課

経 理 課

経 営 局

局 長

検 査 課

協同組合検査部

人 材 育 成 課

経 営 政 策 課

競 馬 監 督 課

流 通 課

秘 書 課

計 画 課

協 同 組 織 課

食 肉 鶏 卵 課

金 融 調 整 課

審 議 官 (6)

参 事 官 (9)

農業環境対策課

総括審議官(2)

食 糧 部

総 務 課

保 険 監 理 官

生 産 局

局 長

畜 産 部

生産流通振興課

総 務 課

農業生産支援課

技 術 普 及 課

知 的 財 産 課

畜 産 企 画 課

国 際 部

情 報 評 価 課

総 務 課

政 策 報 道 官

食 糧 貿 易 課

消 費 流 通 課

政 策 課

厚 生 課

畜 産 振 興 課

大 臣 政 務 官 (2)

大 臣 官 房

官 房 長

消 費 者 情 報 官

農 林 水 産

事 務 次 官

農 林 水 産

審 議 官

食品産業企画課

植 物 防 疫 課

農 林 水 産

大 臣 秘 書 官

牛 乳 乳 製 品 課

農林水産省組織図

農 林 水 産 本 省

農 林 水 産 大 臣

副 大 臣 (2)

商品取引監理官

畜 水 産 安 全
管 理 課

構 造 改 善 課

経 営 ・ 構 造
統 計 課

統 計 部

 は、審議会等、施設

管 理 課

統 計 企 画 課

 は、内部部局である

国 際 政 策 課

 は、地方支分部局で

環境バイオマス
政 策 課

食料安全保障課

国 際 経 済 課

国 際 協 力 課

生 産 流 通
消 費 統 計 課

調 整 課

 は、所掌事務を分掌

農産安全管理課

総 務 課

表 示 ・ 規 格 課

技術総括審議官

政策評価審議官

消 費 ・ 安 全

政 策 課

次 長

総 合 食 料 局

局 長

消 費 ・ 安 全 局

局 長
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食料・農業・農村 那 覇 植 物

政 策 審 議 会 防 疫 事 務 所

農 林 漁 業 動 物 医 薬 品

保 険 審 査 会 検 査 所

独 立 行 政 法 人

評 価 委 員 会

農 林 物 資 農 林 水 産

規 格 調 査 会 政 策 研 究 所

都 市 農 村
交 流 課

土 地 改 良
企 画 課

動 物 検 疫 所次 長

農 林 水 産 研 修 所

統 計 ・ 情 報
セ ン タ ー (25)

統 計 ・ 情 報
セ ン タ ー (19)

北海道農政事務所

研 究 調 整 官 (5)

事 務 局

事 務 所 ・ 事 業 所

研 究 総 務 官 (2)

地 方 農 政 局 (7)

地方農政事務所(38)

農 業 資 材 審 議 会農 村 振 興 局 植 物 防 疫 所 ( ４ ) 農 林 水 産 技 術 会 議

会 長

統 計 ・ 情 報
セ ン タ ー (132)

建 設 所 ・ 支 所

・ 管 理 所

農 村 政 策 部

農 村 計 画 課

獣 医 事 審 議 会

局 長

委 員 (6)

農 村 環 境 課

中 山 間 地 域
振 興 課

整 備 部

設 計 課

水 資 源 課

筑 波 事 務 所

局 長

総 務 課

農 地 資 源 課

防 災 課

農 村 整 備 官

研 究 推 進 課

国 際 研 究 課

技 術 広 報 官

研 究 開 発 官 (3)

総 務 課

技 術 政 策 課
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整 備 課

職 員 ・ 厚 生 課

資 源 管 理 部 増 殖 推 進 部

次 長

部 長 部 長 部 長

加 工 流 通 課

遠 洋 課

参 事 官

漁 政 課

企 画 課

審 議 官

参 事 官

漁 業 保 険 管 理 官

水 産 経 営 課

次 長

木 材 利 用 課

林 政 課

企 画 課

経 営 課

長 官 漁 政 部

国 際 課

参 事 官

研 究 指 導 課

管 理 課

栽 培 養 殖 課

沿 岸 沖 合 課

長 官 林 政 部 森 林 整 備 部

部 長部 長

国 有 林 野 部

漁 場 資 源 課

部 長

計 画 課

整 備 課

防 災 漁 村 課

治 山 課 業 務 課

漁 港 漁 場 整 備 部

木 材 産 業 課

林 野 庁

水 産 庁

林 政 審 議 会

部 長

研 究 ・ 保 全 課

管 理 課

経 営 企 画 課

計 画 課
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国 有 林 野

管 理 審 議 会

漁 業 調 整 委 員 会

瀬 戸 内 海 広 域

漁 業 調 整 委 員 会

漁 業 調 整 事 務 所 (6)
漁 業 調 整 委 員 会

太 平 洋 広 域

日 本 海 ・ 九 州 西 広 域

水 産 政 策

審 議 会

森 林 管 理 局 (7)
森 林 技 術

森 林 管 理 署 (98)

総 合 研 修 所
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（注1）

注1:消費・安全部次長は3局（関東、近畿、九州）に設置

注2:地域課は25箇所（東北4、関東3、北陸3、東海4、近畿3、中国四国4、九州4）

注3:食糧貿易課は2局（東北、東海）に設置

注4:整備部次長は九州にあっては2人設置

次 長 次 長

人 事 課

安全管理課

情報推進課

厚 生 課
地 域 課 食糧貿易課

（注2）

消 費 ・ 安 全 部

地 方 農 政 局

次 長 (2) 部 長 部 長 部 長

局 長 総 務 部

消費流通課

企 画 調 整 室 食 糧 部

総 務 課 消費生活課 食糧調整課

表示・規格課

検 査 課

会 計 課

（注3）

計 画 課
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（注4）

筑後川下流農業水利事務所
事

務

所

・

事

業

所

農 地 整 備 事 業 所

干 拓 建 設 事 業 所経営・構造
統 計 課

統計企画課

統 計 ・ 情 報 セ ン タ ー

土 地 改 良 調 査 管 理 事 務 所

四 国 東 部 農 地 防 災 事 務 所

農地整備課

地域整備課

水利整備課

設 計 課

生 産 流 通
消費統計課

土 地 改 良 技 術 事 務 所

資 源 課

事業計画課
担 い 手
育 成 課

次 長

農村振興課

部 長 部 長

土 地 改 良
管 理 課

整 備 部

用 地 課

農 村 計 画 部

防 災 課

統 計 部

部 長

次 長

統計調整課

部 長

次 長

食 品 課

農 産 課

生産経営流通部

園芸特産課

構造改善課

経営支援課

畜 産 課

地 方 農 政 事 務 所

津 軽 農 業 水 利 事 務 所

大和紀伊平野農業水利事務所

統 計 ・ 情 報 セ ン タ ー

草 地 改 良 事 業 所

開 拓 建 設 事 業 所

農 業 水 利 事 業 所

建 設 所 ・ 支 所 ・ 管 理 所

農 地 防 災 事 業 所

海 岸 保 全 事 業 所

土 地 改 良 建 設 事 業 所

農 業 災 害 復 旧 事 業 所

農 地 保 全 事 業 所
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