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第１節　国　会　関　係

１　平成25年中の国会状況

平成25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183回通常会	 25.	1.28	 25.	6.26	 150日間
第184回臨時会	 25.	8.	2	 25.	8.	7	 6日間
第185回臨時会	 25.10.15	 25.12.	8	 55日間

２　第183回国会（通常会）の総括

⑴　会　　　期
今国会は、１月28日（月）に召集され、同日開会式
を行った。会期は６月26日（水）までの150日間であっ
た。

⑵　所信表明演説と主な議論
１月28日（月）に開会式が行われるとともに、安倍
内閣として初めての本格的な国会の開会に際し、平成
24年度補正予算案の審議入りに先立って、（衆）（参）
本会議において、安倍総理の所信表明演説が行われた。
（なお、政府四演説については、平成25年度総予算案
の審議入りの前に行われた。）
安倍総理の所信表明演説では、冒頭に、アルジェリ
アで発生したテロ事件を受け、テロとの闘いの決意を
述べた上で、最大かつ喫緊の課題として経済の再生を
挙げ、金融政策、財政政策、成長戦略の「三本の矢」
でデフレを脱却し強い経済を取り戻す決意を述べると
ともに、震災復興や外交・安全保障の抜本的な立て直
しを目指す決意を表明した。
所信表明演説に対する代表質問は、（衆）で１月30
日（水）、31日（木）の２日間、（参）で１月31日（木）、
２月１日（金）の２日間行われた。
農水省関係では、ＴＰＰや農業改革などについて議
論が行われた。

⑶　平成24年度補正予算審議
平成24年度補正予算案（総額13兆1,054億円）につ
いては、１月31日（木）に提出された。

農水省関連では、基盤整備や施設整備、燃油・飼料
高騰対策、再生エネルギー対策、６次産業化、輸出促
進、新規就業対策、木材利用ポイントなどの予算を盛
り込み、総額１兆39億円となった。
平成24年度補正予算案は、２月14日（木）に（衆）
本会議で可決、２月26日（火）に（参）本会議で可決
され、成立した。

⑷　施政方針演説と主な議論
例年から１ヶ月遅れ、２月28日（木）に（衆）（参）
本会議において、安倍総理大臣の施政方針演説、岸田
外務大臣の外交演説、麻生財務大臣の財政演説、甘利
国務大臣の経済演説の政府四演説が行われた。
安倍総理の施政方針演説では、東日本大震災からの
復興の加速化、経済成長に向け、日本の持つ強みを世
界に打ち出し、また日本を世界の成長センターにする
こと、更に国土強靱化や教育再生、社会保障、更に日
米同盟を基軸としつつ外交・安全保障の立て直しに強
い決意で取り組む決意を表明した。
農水省関係では、日本食や日本の農産物が世界で求
められるよう「攻めの農業政策」に取り組み、美しい
棚田や文化などの故郷を守り、未来に希望を持てる強
い農業を作っていく決意が表明された。またＴＰＰに
ついては、今後政府の責任で交渉参加について判断す
ることが表明された。
政府四演説に対する代表質問は、（衆）で３月４日

（月）、５日（火）の２日間、（参）で３月５日（火）、
６日（水）の２日間行われた。
農水省関係では、ＴＰＰ交渉参加関係、攻めの農業
政策、農業の規制改革、東日本大震災からの復興など
について議論が行われた。

⑸　平成25年度予算審議
平成25年度総予算案（総額92兆６千億円）について
は、２月28日（木）に提出された。
農水省関係では、農林水産基盤整備・施設整備、経
営所得安定対策、担い手・農地総合対策、農林漁業成
長産業化ファンド・輸出対策、森林・林業・山村振興
や水産業再生など２兆３千億円が盛り込まれた。
　平成25年度総予算は、４月16日（火）に（衆）本
会議で可決され、（参）に送付された。（参）では５月
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15日（水）に（参）予算委で締め括り総括質疑・討論
の後、採決され、反対多数で否決された。同日の（参）
本会議で（野）が反対し反対多数で否決された。この
本会議後に両院協議会が開催され、協議されたが成案
を得られなかったことから、憲法第60条の規定により、
（衆）の議決が国会の議決となり、15日（水）に平成
25年度総予算は成立した。
なお、平成25年度総予算案の成立が４月以降とな
ることから、暫定予算（期間: ４月１日から５月20日）
が編成され、３月29日（金）の（参）本会議で可決・
成立した。

⑹　法案審議
政府提出法案は、新規提出75本があり、うち63本
が成立した（成立率84.0％）。なお、24年12月の（衆）
総選挙により審議中の法案はすべて廃案となり、今国
会への継続法案はなかった。

⑺　農林水産委員会
ア　農水省提出法案

農水省からは４件（うち予算関連１件、また日切
れ法案１件、期限切れ法案２件）の法案を提出し、
農水委で審議され、４件とも成立した。
水産加工資金法案（日切れ法案）は、３月１日（金）
に国会に提出され、３月19日（火）に（衆）農水委
で提説、21日（木）に質疑・採決を行い可決し、22
日（金）の（衆）（本）で可決された。（参）では26
日（火）に提説、質疑・採決を行い可決し、29日（金）
の（参）本会議で可決され成立となった。
コメ債権免除法案は、３月５日（火）に国会に提
出され、４月４日（木）に（衆）農水委で提説、10
日（水）に質疑・採決を行い可決し、12日（金）の
（衆）本会議で可決された。（参）では４月18日（木）
に提説、25日（木）に質疑・採決を行い可決し、26
日（金）の（参）本会議で可決され成立となった。
間伐特措法案（予算関連法案）は、３月８日（金）
に国会に提出され、５月14日（火）に（衆）農水委
で提説、16日（木）に質疑・採決を行い可決し、17
日（金）の（衆）本会議で可決された。（参）では
５月21日（火）に提説、23日（木）に質疑・採決を
行い可決し、24日（金）の（参）本会議で可決され
成立となった。
HACCP支援法案は、３月15日（金）に国会に提
出され、５月22日（火）に（衆）農水委で提説、29
日（水）に質疑・採決を行い可決し、31日（金）の
（衆）本会議で可決された。（参）では６月11日（火）
に提説、13日（木）に質疑・採決を行い可決し、17
日（月）の（参）本会議で可決され成立となった。

イ　議員提出法案の動き
今国会では、新たに議員立法３本（国有林野事業

職員関係２法案及び戸別所得補償法案）が（民）他
から提出され、（衆）農水委に付託されたが、いず
れも審議されることなく継続となった。
ウ　委員会決議

３月15日（金）に安倍総理がＴＰＰ交渉に参加を
表明し、７月にもわが国が交渉に参加することが見
込まれるようになったことを踏まえ、（参）では４
月18日（木）に、（衆）では４月19日（金）に、そ
れぞれＴＰＰに関する決議が行われ、可決された。

３　第184回国会（臨時会）の総括

今国会は、８月２日（金）に召集され、会期は８月
７日（水）までの６日間であった。今国会は、７月21
日に行われた（参）選挙を受け、院の構成等のみが行
われた。
なお、（参）選挙において、（自）が（参）第１党と
なり、（与）である（自）（公）が過半数を占めること
となったことから、いわゆる「ねじれ」が解消された。

４　第185回国会（臨時会）の総括

⑴　会　　期
今国会は、10月15日（金）に召集され、同日開会式
を行った。会期は12月６日（金）までの53日間であっ
たが、会期末に２日間会期が延長され、55日間となっ
た。

⑵　所信表明演説と主な議論
10月15日（火）に（衆）（参）本会議において、安
倍総理の所信表明演説が行われた。
安倍総理の所信表明演説では、東京電力福島第一原
発の汚染水問題を踏まえた復興の加速化、成長戦略実
行国会としての産業競争力の強化、消費税引き上げに
向けた強い経済の回復、社会保障制度改革、財政再建
を目指す決意を表明した。
所信表明演説に対する代表質問は、（衆）で10月16
日（水）、17日（木）の２日間、（参）で17日（木）、
18日（金）の２日間行われた。
農水省関係では、ＴＰＰにおける重要５品目の扱い
や農林漁業政策の方向性等についての議論が行われ
た。

⑶　予算委員会と主な議論
今国会では、補正予算案が提出されておらず、予算
案に対する審議は行われなかったが、全大臣出席の予
算委（（衆）基本的質疑、（参）総括質疑）が（衆）（参）
それぞれ２日間開催された。
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⑷　法案審議
政府提出法案は、新規提出23本、継続８本があり、
うち新規提出では20本が成立（成立率87.0％）、継続
法案のうち７本が成立した。

⑸　農林水産委員会
ア　農水省提出法案

農水省からは２件の法案を提出し、農水委で審議
され、２件とも成立した。
農山漁村再生エネルギー法案は、10月18日（金）
に国会に提出され、30日（水）に（衆）農水委で提説、
11月６日（水）に質疑・採決を行い可決し、７日（木）
の（衆）本会議で可決された。（参）では12日（火）
に提説、14日（木）に質疑・採決を行い可決し、15
日（金）の（参）本会議で可決され成立となった。
農地中間管理機構関連２法案（農地中間管理事業
推進法案、農業経営基盤強化促進法案）は、10月25
日（金）に国会に提出され、11月13日（水）に（衆）
農水委で２法案一括して提説、19日（火）に質疑、
20日（水）に参考人質疑及び質疑が行われた。審議
の過程において、（野）から法案に対する修正意見
が出され、27日（水）の質疑終局後に修正案が提出・
採決を行い可決した。28日（木）の（衆）本会議で
可決された。
（参）では、２法案について（民）から（参）本
会議で趣説・質疑の要求があったが、まとまらず、
12月２日（月）の議運（委）において採決を行い、
農水委への法案付託を行った。これに（民）は反発し、
（委）や（理）への参加が得られないまま、法案審
議が行われた。３日（火）に提説・質疑、５日（木）
に参考人質疑、質疑を行った後、採決を行い可決し
た。同日夜の（参）本会議に緊急上程され、可決・
成立となった。
イ　議員提出法案の動き

今国会では、前国会からの継続法案として、（民）
他から提出された議員立法３本（国有林野事業職員
関係２法案及び戸別所得補償法案）が、（衆）農水
委に付託されたが、いずれも審議されることなく継
続となった。

第２節　新 聞 発 表 等

1　報 道 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、国際会議、主要会議、シンポジウム
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公表

２　農林水産省後援等名義使用承認

農林水産省後援等名義の使用は、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544件の名
義使用承認を行った。

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52回農林水産祭参加表彰行事（平成24年8月１日
から平成25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291行事であり、
交付した農林水産大臣賞は492点であった。
農林水産大臣賞受賞492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16事例について、農林水産大
臣賞を交付した。
また、各地方農政局のむらづくり審査会等から天皇
杯等三賞の候補として推薦のあった8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（土）
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11時40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、林芳正農林水産
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
木宏典（公財）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、加藤勝信内閣官房副長
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26年1月24日（金）14時30分に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52回実りのフェスティバルは、11月８日（金）か
ら９日（土）の2日間、明治公園（霞岳広場）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、農林水産分
野におけるCO2の見える化推進、農業・農村の多面的
機能、動植物検査などについて紹介した。都道府県農
林水産技術・経営普及展コーナーでは、各都道府県独
自の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、38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15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、「芋掘体験」「ポニーの体験乗馬」等の多彩な
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、８道県・１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31,000人であった。
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Ⅰ 平成２５年度(第５２回)農林水産祭天皇杯等受賞者一覧

１．天皇杯

受 賞 者

事行彰表財品出門部

住 所 氏 名 等

農 産 経 営 茨城県龍ケ崎市 有限会社 横田農場 第62回全国農業
たこよしきさがうゆり

ルークンコ）一修田横:表代（）稲水（
よ こ た しゆういち

有限会社

園 芸 経 営 福島県いわき市 とまとランドいわき 第62回全国農業

ルークンコ）春千岡鯨：表代（）他トマト（
くじらおか ち はる

畜 産 経 営 熊本県山鹿市 谷 秀則* 第62回全国農業
りのでひにたしがまや

ルークンコ*美珠谷）農酪（
たに たま み

蚕 糸

・ 産 物 静岡県浜松市 太田 昌孝 第66回
は ま ま つ し おお た まさたか

会評品茶国全）茶（産特域地

平成24年度農山

林 産 生 活 埼玉県飯能市 栗原 慶子 漁村女性・シニ
はんのう し く り はら けい こ

彰表動活ア）善改活生（

鳥羽磯部漁業協同組合
と ば いそ べ

水 産 経 営 三重県鳥羽市 浦村支所 第18回全国青年
らむらうしばと

交者業漁性女・会究研リサア村浦営経業漁（
う らむら

会大流）輔大尾浅:表代（）善改
あさ お だいすけ

第35回豊かな

むらづくり むらづくり活動 宮崎県えびの市 田代自治会 むらづくり全国
た しろ じ ち かい

（代表：前原 良一） 表彰事業
まえはら りよういち
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№ ブロック 農林水産大臣賞受賞者名 所在地 天皇杯等三賞

1 　小繋
こつなぎ

沢
ざわ

郡賀和県手岩落集
わ が ぐ ん

西和賀町
に し わ が ま ち

2 　余目
あまるめ

市仙大県田秋区地
だいせんし

3 ○揚津
あ が つ

グリーン・ツーリズム推進協議会 福島県喜多方市
き た か た し

4 　観音山
かんのんやま

梅
うめ

の里づくり協議会 栃木県芳賀郡
は が ぐ ん

市貝町
いちかいまち

5
○農事組合法人八代町

やつしろちょう

農産物直売所

　グリーンファーム八代
やつしろ 山梨県笛吹市

ふえふきし

6 　風の会 長野県上高井郡
かみたかいぐん

小布施町
お ぶ せ ま ち

7 北陸ブロック ○農事組合法人ファーム大島
おおしま

富山県射水
いみず

市
し

内閣総理大臣賞

8 東海ブロック ○波瀬
は ぜ

むらづくり協議会 三重県松阪市
まつさかし

日本農林漁業振興会会長賞

9 ○農事組合法人ドリームアグリ沓掛
くつかけ

滋賀県愛知郡
え ち ぐ ん

愛荘町
あいしょうちょう

10 　株式会社山田
や ま だ

営農
えいのう

兵庫県神崎郡
かんざきぐん

神河町
かみかわちょう

11 　帆山
ほのやま

郡度多仲県川香区地
な か た ど ぐ ん

まんのう町
ちょう

12 ○まつやま里島
り と う

ツーリズム連絡協議会 愛媛県松山市
まつやまし

13 　菅
すげ

地域振興会 熊本県上益城郡
かみましきぐん

山都町
やまとちょう

14 ○田代
た し ろ

県崎宮会治自 えびの市 天皇杯

15 　新城
しんじょう

地区公民館 鹿児島県垂水市
たるみずし

16
北海道
・沖縄ブ
ロック

○小浜
こ は ま

郡山重八県縄沖落集
や え や ま ぐ ん

竹富町
たけとみちょう

小浜
こ は ま

（注）○印は各ブロックの最優良事例である。

九州ブロック

農林水産大臣賞受賞者団体

Ⅱ　農林水産祭むらづくり部門（第35回豊かなむらづくり全国表彰事業）

東北ブロック

関東ブロック

近畿ブロック

中国四国ブロック
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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25年４月29日（88名）
　旭日中綬章（７名）
　旭日小綬章（５名）
　旭日双光章（22名）
　旭日単光章（26名）
瑞宝重光章（１名）
瑞宝中綬章（８名）
　瑞宝小綬章（14名）
　瑞宝単光章（５名）
イ　平成25年11月３日（103名）
旭日重光章（１名）
　旭日中綬章（１名）
　旭日小綬章（12名）
　旭日双光章（30名）
　旭日単光章（21名）
瑞宝重光章（１名）
　瑞宝中綬章（14名）
　瑞宝小綬章（16名）
　瑞宝単光章（７名）

２　春　秋　褒　章

ア　平成25年４月29日（47名）
　黄綬褒章（21名）
　藍綬褒章（26名）
イ　平成25年11月３日（46名）
　黄綬褒章（28名）
　藍綬褒章（18名）

第５節　検　　　　　査

１　検 査 の 趣 旨

農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等の系統
組織、農林漁業信用保証団体、農業・漁業共済団体、
漁船保険団体、土地改良区、中央卸売市場の卸売業者、
商品先物取引業者等の農林漁業に関係する検査対象者
は、農林水産物の生産・流通や農林漁業者の生活の向
上等の面で大きな役割を果たしており、農林漁業が持

続的に発展していくためには、これら検査対象団体の
健全な経営・運営を確保することが不可欠である。
このため、行政検査においては、これら検査対象者
に対して法令に基づく立入検査を実施し、経営、業務
運営等が適切に行われているかを検証し、問題があれ
ばそれを指摘して改善取組の促進を図ることにより、
利用者、組合員等の利便性の確保につなげることとし
ている。
また、検査に当たっては、法令等の遵守状況（合法
性）、事業目的への合致状況（合目的性）及び業務・
会計の経済性の観点からの妥当性（合理性）の観点を、
全ての検査対象者に共通する視点として検証を行って
いる。
さらに、信用事業を行う農漁協系統組織の一部につ
いて、金融庁との共同検査又は３者要請検査（単位農
業協同組合を所管する都道府県の要請を受けて、都道
府県及び金融庁と共同で行う検査）を実施し、商品先
物取引業者等について、経済産業省との合同検査を実
施するなど、関係省庁と連携を図っているところであ
る。
このように、検証の視点を明確にするとともに、指
導部局とも緊密に連携しつつ、検査対象者の経営の健
全性や業務運営の適正性の確保に資する検査を実施し
ている。

２　平成25年度の検査方針

平成25年度の検査は、次のような方針により、効率
的かつ効果的に実施した。
ア　検査周期

原則として1〜 5年に1回の検査周期で、過去の検
査結果、その他検査対象者に対する検査計画、検査
担当職員の体制等の諸事情を考慮しつつ（協同組合
系統組織及び農業・漁業共済団体については、毎年
1回の検査を常例としつつ、当該諸事情を考慮した
上で）、実施する。

		なお、東日本大震災の被災地域に所在する被検査
団体については、受検体制の整備状況を勘案し、検
査周期等について特段の配慮を払う。
イ　検査実施に当たっての留意事項

検査に当たっては、以下の事項に留意する。
鉉　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

鉤　重要なリスクに焦点を当て、社会的影響の大き
い検査対象者、事業運営面で改善の必要性が高い
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と認められる対象者等に対する重点的な検査の実
施
鉈　検査対象者ごとのリスクカテゴリーに応じたガ
バナンスの不備・欠陥やリスク管理上の問題点の
検証の重点化、検査対象者との双方向の議論の実
施
銕　都道府県からの要請・連携検査の実施要請は最
大限受け入れ（特に農協系統組織の信用事業実施
組合にかかる3者要請検査については優先的に実
施）
鈿　検査対象者からの提出資料の削減、総代会等の
開催日等に配慮した日程の決定など検査対象者の
負担軽減

ウ　検査重点項目
検査に当たっては、以下を重点項目とする。
鉉　経営管理態勢（又は業務運営態勢）の整備状況
の検証
鉤　法令等遵守態勢の整備状況の検証
鉈　利用者保護等管理態勢の整備状況の検証
銕　財務管理態勢（資産管理態勢）の整備状況の検
証

３　検査体制の強化等

検査方針に則して的確な立入検査を実施するため、
地方農政局を中心に検査体制の強化を図るとともに、
検査担当職員、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、検査技術等の向上に努めた。
ア　検査従事者の人員（25年度末）
　　本省							121人（24年度末124人）
　　地方農政局		92人（24年度末	87人）
				　　　　　　				（沖縄総合事務局2名を含む。）
イ　研修実績
鉉　検査職員合同研修
　　初任者研修（基礎共通コース）	５日間	 221名
　　資産査定研修	 ４日間	 100名
　　中堅総合研修	 ４日間	 68名
　　アップ・トゥ・デイト研修	 ３日間	 49名
　　初任者研修（発展コース）	 ５日間	 108名
　　金融商品・会計研修	 ５日間	 33名
　　卸売市場検査職員研修	 ３日間	 36名
　　土地改良区等検査職員研修	 ５日間	 43名
　　農業共済組合等検査職員研修	 ３日間	 45名
鉤　検査能力養成研修
　　事前研修	 １〜５日間	 21名
　　インターン研修	 ２〜７日間	 14名
鉈　通信教育

　　簿記２級コース	 ４ヶ月間	 3名
　　簿記３級コース	 ３ヶ月間	 10名
　　宅地建物取引主任者コース	 ６ヶ月間	 12名
　　信用事業基本コース	 ３ヶ月間	 9名
　　融資コース	 ５ヶ月間	 5名
　　財務基礎コース	 ５ヶ月間	 4名
　　ＪＡバンク信用事業管理者コース	 ３ヶ月間	 3名
銕　検査部内研修
　資産査定実務研修	 	 45名
　検査結果とりまとめ表作成研修	 	 49名
　市場リスク研修	 	 50名
　確認表作成・検査報告書修正事例研修		 85名
　検査評定制度研修	 	 75名

４　検査の実績等

25年度の立入検査における主な指摘事項はア〜オに
掲げるとおりであり、検査実績は表のとおりである。
ア　経営管理態勢面での問題点
イ　法令等遵守態勢面での問題点
ウ　利用者保護等管理態勢面での問題点
エ　財務管理態勢（資産管理態勢）面での問題点
オ　事務リスク管理態勢面での問題点	

表１　検査実績

対象
機関数

検査実施数
延日数 延

人日数うち農政
局実施

農業協同組合連
合会等 171 51 46 767 5,310

（２者要請検査） － 12 12 148 706
（３者要請検査） － 22 21 328 1,664
森林組合連合会 47 17 － 199 645
水産業協同組合
連合会等 87 34 － 448 2,026

農業信用基金
協会 47 14 14 130 425

漁業信用基金 42 14 － 96 237
農業共済組合
連合会 38 16 － 167 554

漁業共済組合等 21 7 － 61 127
漁船保険組合等 46 15 － 129 322
土地改良区等 4,994 83 81 554 1,599
中央卸売市場
卸売業者等 187 58 43 489 1,692

商品先物取引
業者等 67 13 1 312 1,446

合計
（要請検査合計）

5,747
－

322
34

185
33

3,352
476

14,383
2,370

※１	　要請検査は、都道府県からの要請を受けて行う
　検査であるため、外数としている。　

　　また、対象機関数は集計していない。
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※２	　土地改良区等の対象機関数は、都道府県による
　検査実施対象の土地改良区等（都道府県の区域
　以下の土地改良区等で、国直轄及び国営事業等
　関連のもの以外のもの）を含む。なお、連合会、
　国直轄及び国営事業等関連の土地改良区等の対
　象機関数は760、検査実施数は79であり、それ
　ぞれ上表の数字の内数である。

※３　上記のほか、連携検査等	8件がある。

第６節　情報の受発信

１　ホームページ等

ホームページ、メールマガジン及びフェイスブック
については、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、更なる利便性の向上
に資するため、ホームページの状況把握を行い、ホー
ムページのリニューアル方針について検討を開始し
た。
なお、平成25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、531万件であった。（参考：
平成24年度トップページアクセス件数、618万件）
農林水産省が発行しているメールマガジンのうち、

「農林水産省メールマガジン」は、農林水産施策に関
心のある者に対し、農林水産施策情報を積極的かつき
め細かく提供するため、毎週金曜日に合計51回発行し
た。平成25年度末において、農林水産省発行のメール
マガジンは61誌、読者は述べ26万３千人となった。（参
考：平成24年度末時点の発行数は55誌、読者は延べ22
万５千人）
上記の取り組みに加え、ホームページ等への誘導を
図るため、インターネットを中心とした新メディアの
活用について検討し、これまで農林水産業等に関心の
なかった層に対する訴求を目的として、平成24年10月
22日からフェイスブック運営を開始し、以後、週に3
回（月曜、水曜、金曜）の頻度で記事を投稿し、農山
漁村の風景や作業風景、食にまつわることなどを紹介
している。

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。
また、前年度に引き続き、平成23年3月11日に発生
した東日本大震災からの農林水産業の復旧・復興に向
けた具体的取組事例を連載した。

⑵　農林水産省年報　
平成24年4月1日から平成25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24年度版を発行し、ホームページにも掲載し
た。

⑶　子ども霞が関見学デー
「子ども霞が関見学デー」は、親子のふれあいを深め、
子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会
とするとともに、府省庁等の施策に対する理解を深め
ることを目的として、平成12年度から毎年開催してい
る。
平成25年度は、8月7日、8日に開催し、2日間の来場
者数（引率者含む）は、パブリシティ活動として、オ
リジナルチラシを作成し配付するなど事前告知したこ
とにより、6,327人であった。（参考：オリジナルチラ
シの配付先は、東京都内の一部の特別区における教育
委員会の御協力が得られた小学校）

３　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25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　テ　　レ　　ビ
被災地向け番組「政府からのお知らせ」
（被災地のテレビ局が、復興への第一歩を踏み出し
た被災地の人々の思いや活動を伝える番組を毎週、
作成・放送。その中で「政府からのお知らせ」コー
ナーが設けられ、政府の施策等について紹介。）
〇木材利用ポイント制度等5件

⑵　ラ　　ジ　　オ
「なるほど!!ニッポン情報局」
ニッポン放送毎週土曜日7：40 〜 9：00他18局
（身近な経済トピックから、環境問題、防犯、危機
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管理まで、生活の様々な話題（テーマ）について、
担当省庁が選んだ専門家が解説。）
○農業を始めたい皆さんを応援します！等４件
被災地向け番組「政府からのお知らせ」
（被災地のラジオ局が、復興への第一歩を踏み出し
た被災地の人々の思いや活動を伝える番組を毎週、
作成・放送。その中で「政府からのお知らせ」コー
ナーが設けられ、政府の施策等について紹介。）
〇木材利用ポイント制度等6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
（国の政策・施策・取組の中から、私たちの暮らし
に身近な情報や役に立つ情報を掲載。）
○地球温暖化防止に貢献する地域材の利用〜国産材
を使って減らそうCO2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）
○人と農地の問題の解決に向けた施策等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。）
○世界に誇ろう日本の食文化

⑹　ニュースレター
｢ふれあいニュースレター｣
〇25年産米に関する作付制限の指示について等4件

第７節　�情報セキュリティ対策の
推進

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規
範」（平成23年4月21日情報セキュリティ政策会議決定）
に基づき、農林水産省における情報セキュリティの確
保及びその強化・拡充を図るため、体制の強化等を行っ
た。

第８節　�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25年度食料・農業・農村の動向」及び「平
成26年度食料・農業・農村施策」を平成26年5月27日
に閣議決定し、同日付けで第186回国会に提出した。
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、「和食」のユネスコ
無形文化遺産登録を契機とした日本の食文化の保護・
継承の取組や「農林水産業・地域の活力創造プラン」
に基づく農政改革について記述した。また、食料の安
定供給の確保、強い農業の創造や農村の振興・活性化
を図るための取組等について記述した。
第１章「食料の安定供給の確保に向けた取組」：世
界の食料需給と食料安全保障の確立に向けた取組、我
が国の食料自給率の動向、食料消費の動向と食育の推
進、食品産業の動向、食の安全と消費者の信頼確保
第２章「強い農業の創造に向けた取組」：農業の構
造改革の推進、農業生産基盤の整備・保全、農業の高
付加価値化等の推進、主要農畜産物の生産等の動向、
研究・技術開発の推進、環境保全を重視した農業生産
の推進、農業を支える農業関連団体等
第３章「地域資源を活かした農村の振興・活性化」：
農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮、再生可能
エネルギーの推進、都市と農村の共生・対流、都市農
業の振興
第４章「東日本大震災からの復旧・復興」：地震・
津波による被害と復旧・復興に向けた取組、東京電力
株式会社福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復
興に向けた取組

第９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25年度は前年度と同率の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25年度は前年度から
2ポイント減少し65％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日当たり総供給熱量は、昭和35年度の
2,291kcalから39年度に2,400kcal台、43年度に2,500kcal
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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25年度は、2,425kcal（対前年
度5kcal減）となった。
たんぱく質、脂質、糖質による総供給熱量の割合

（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、健康志向の高まり等により平
成19年度頃から減少傾向にある。平成25年度は、P：
13.0％（対前年度0.1ポイント減）、F：28.6％（同増減
なし）、C：58.4（同0.1ポイント増）となった。
なお、平成25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、
米、肉類、鶏卵等が増加し、野菜、果物、牛乳・乳製
品等が減少した。

⑶　食料自給率向上のための取組
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「フード・アクション・ニッポン」の中で、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、観光分野や医療、福祉分野等と連携して国産農林
水産物等の消費拡大を図る取組を新たに実施した。
これらの取組の結果、フード・アクション・ニッポ
ン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25年度末で7,908社と着実に
増加している。

表　食料自給率等
（平成25年度）

供給熱量ベー
スの総合食料
自給率（％）

39
国産熱量　940kcal

供給熱量　2,425kcal

生産額ベース
の総合食料自
給率（％）

65
食料の国内生産額　9.9兆円

食料の国内消費仕向額　15.2兆円

飼料自給率
（％） 26

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

13.0
28.6
58.4

品目別自給率
（％）

国民1人・1年当たり
供給純食料（kg）

米 96 56.9

小麦 12 32.7

大豆 7 6.1

野菜 79 91.7

果実 40 36.8

肉類 55（8） 30.1

鶏卵 95（11） 16.8

牛乳・乳製品 64（27） 89.0

魚介類 55 27.4

※（　）内は飼料自給率を考慮した値。

２　総合的な食料安全保障

｢緊急事態食料安全保障指針｣（平成24年９月）に基
づき、緊急事態の発生時においても、地域に安定的に
食料を供給するため、平成25年7月に、「緊急時の食品
産業事業者間連携に係る指針」を策定し、食品産業事
業者間の緊急時の取引や協力関係等に関する取決めの
締結を推進するとともに、これら事業者間の協力関係
を確認・検証するための ｢食料産業事業者のための連
携訓練マニュアル｣ を平成26年3月に策定した。
また、平成26年2月に、新型インフルエンザの発生
や災害等によりライフラインが停止する事態に備えた
家庭備蓄の取組を推進するため、家庭における備蓄食
料品リストや備蓄の取組等を示した「緊急時に備えた
家庭用食料品備蓄ガイド」を策定した。

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（MonthlyReport）」
を毎月公表した。また、この分析に「2022年における
世界の食料需給見通し」及び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2012（年報）」を平成25年9月に公表した。

４　東京電力株式会社福島第一原子力発電所
事故への対応

農地等の除染技術の開発等を行うとともに、安全な
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食品を安定的に供給することを最優先として、農作物
への放射性物質の吸収抑制対策や放射性物質の検査態
勢整備等に取り組んだ。併せて、風評被害対策として、
被災地産食品の利用・販売の促進等の取組を実施した。
なお、農林漁業者等に対する損害については、東京
電力による適切かつ速やかな賠償が実施されるよう働
きかけを実施した。

第10節　環境政策の推進

１　農林水産分野における地球温暖化対策の
推進

IPCC（IntergovernmentalPanelonClimateChange:
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
ていることから、地球温暖化防止策と合わせて、適応
策についても推進する必要がある。
さらに、世界全体での地球温暖化対策の推進に資す
るためには、我が国の農林水産技術を活用し、国際協
力を図る必要がある。
このため、農林水産省では、平成20年7月に改定し
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。
このような中、平成25年11月、気候変動枠組条約第
19回締約国会議（COP19）がポーランドのワルシャ
ワで開催され、2020年以降の枠組みについて、各国が
自主的に提出する約束草案等を2015年度末のCOP21
の前に示すことが決定された。
我が国では、平成25年11月に開催された「地球温暖
化対策推進本部」において、2020年度における我が
国の温室効果ガス排出削減目標を2005年度排出量比で
3.8%削減することが決定され、COP19で表明された。
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、環境ラベル表示に係る実証等を通
じ、農林漁業者の努力により達成した温室効果ガス削
減量等の効果的な表示・活用方法を検討し、マニュア
ルとして取りまとめた。
さらに、毎年気候変動枠組条約事務局に報告してい

る温室効果ガス排出量の算定について、農地等におい
て排出量の実測・分析調査を行い、実態に即した農林
水産業由来の排出量の算定方法を検討した。
国内クレジット制度及びオフセット・クレジット

（J-VER）制度が平成24度をもって終了したことから、
さらなる活性化を図るため、経済産業省及び環境省と
連携し、両制度の優れている点を取り入れ、相互補完
し、多様な主体が参加できる制度として、両制度を一
本化した「J-クレジット制度」を開始した。

２　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24年2月）の方
針に基づき、生物多様性保全に対する経済的評価や、
企業等による支援を促す仕組みについて23 〜 25年度
に調査を行い、農林漁業者及び企業等向けの手引きを
取りまとめた。
平成25年12月には、IPBES（生物多様性及び生態系
サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム）
の第２回総会がトルコのアンタルヤで開催され、生物
多様性の科学的評価に係る「作業計画2014-2018」が
採択された。IPBES及び同計画へ行政と研究が協力し
て対応するため、平成26年２月に省内連絡会を設置し、
国内専門家との連携を強化した。
平成25年10月には「食料及び農業のための植物遺伝
資源に関する国際条約」に加入し、我が国の育種・研
究開発等における植物遺伝資源の利用推進を図った。
　さらに、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）
で採択された遺伝資源へのアクセスと利益配分に関す
る「名古屋議定書」の締結や、カルタヘナ議定書第5
回締約国会議（平成22年10月）で採択された遺伝子組
換え生物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」措置等を定めた「名古屋・クアラルンプール
補足議定書」の締結に向けて国内制度等の検討を行っ
た。
また、ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国
際的に重要な湿地に関する条約）第10回締約国会議（平
成20年10 〜 11月開催）にて採択された、水田の持つ
生物多様性の保全に果たす役割に注目した「湿地シス
テムとしての水田における生物多様性の向上」（いわ
ゆる「水田決議」）を踏まえ、生物多様性向上への水
田の役割の周知等を推進した。
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３　東日本大震災の発生に伴う除染・廃棄物
対策

⑴　放射性物質汚染への対応
平成24年1月1日に全面施行した「平成二十三年三月
十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力
発電所の事故により放出された放射性物質による環境
の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第
110号）」及び同法の基本方針に基づき、汚染廃棄物の
処理や除染については環境省を中心とした取組を実
施。農林水産省としても、農林業系廃棄物の現地での
一時保管の推進や除染の実証事業、研究開発を実施す
るほか、仮置場の用地確保に当たって、国有林野の提
供要請に応じるなど積極的に協力した。
平成25年４月には復興庁と環境省を中心とした第2
回除染・復興加速のためのタスクフォースが開催さ
れ、除染と復興の同時達成を加速させるための方策を
検討。当省からは農地の除染と農業生産性向上の同時
達成や森林の除染と林業の発展のための方策について
検討報告を行い、引き続き関係機関と連携して除染と
復興を一体的に取り組んでいくこととした。
なお、国が直接除染を実施する除染特別地域につい
ては、双葉町を除く10市町村で本格除染が進められ、
平成25年度内に田村市、川内村、楢葉町及び大熊町に
おいて除染実施計画に基づく除染が終了した。また、
除染の進捗状況の総点検が実施され、南相馬市他5町
村において、平成25年12月に除染実施計画の改定が行
われた。

⑵　災害廃棄物への対応
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理を政府
一丸となって進めるため、前年度までに計５回にわた
る災害廃棄物の処理の推進に関する関係閣僚会合が開
催された。
同会合において、災害廃棄物の再生利用に関しては、
農林水産省、国土交通省、環境省が実施する直轄工事
のうちコンクリートを主要工種に含む工事において、
災害廃棄物を原料としたセメントを使用する企業を総
合落札方式において加点評価する取組を行うことが決
定され、前年度に引き続き、平成25年度においても取
組を実施した。

第11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ており、政策
上の重要課題や政策展開の方向に対応して、的確かつ
効率的に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、平成25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、平成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　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　主要国の農業戦略等に関する研究（平成25 〜 27
年度）
イ　農業構造の変動と地域性を踏まえた農業生産主体
の形成・再編に関する研究（平成23 〜 25年度）
ウ　農業・農村の新たな機能・価値に関する研究（平
成25 〜 27年度）
エ　被災地域の復興過程等の分析による農山漁村の維
持・再生に関する研究（平成24 〜 26年度）

⑵　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　６次産業化に関する研究

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　食料サプライチェーンに関する研究
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　農産物・食品の有する多様な機能・効用を効果的
に発揮し需要を喚起する、医食農の連携等を通じた
新たな生産・流通・消費システムを構築するための
体系的な政策展開の方法に関する研究
イ　独創的な農文化システムが維持されている地域
を、文化、景観、生物多様性等の多角的な側面から
総合的に評価する手法の開発とこれらの維持・保全
等を推進するための方策に関する研究
ウ　海外における食品廃棄物の発生メカニズムの解明
とその削減方策に関する研究
エ　農林水産・食品分野における知的財産の海外流出
の実態と経済波及効果に関する研究
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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25年度は、
総合的な視点からの助言を依頼する客員研究員（総合）
及び個別特定分野ごとの客員研究員として20名を任命
し、専門的立場からの助言を依頼した。さらに、政策
研究機関としての現場主義の徹底に向け、2名の地方
在住者を客員研究員（地域）として任命し、定点観測
やフォローアップ調査等を依頼した。

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25年度の主
な取組は以下のとおり。
ア　英国ケンブリッジ大学及び経済協力開発機構より
研究者を招へいし、ミニシンポジウム「あらためて
「農業」の意味を考える〜新たな「枠組み」の構築
を目指して〜」を開催した。（平成25年6月）
イ　中国農業科学院農業経済発展研究所より6名、韓
国農村経済研究院より6名の研究者を招へいし、北
東アジア農政研究フォーラム第9回国際シンポジウ
ム「北東アジア農業・農村の持続的発展に向けて」
を宮城県仙台市において開催した。（平成25年7月）
ウ　中国杭州電子科技大学より研究者を招へいし、セ
ミナー「蚕糸絹業の国際比較分析」を開催した。（平
成25年8月）
エ　元米国農務省の行政官を招へいし、セミナー「米
国の農業通商戦略－これまでの成果と今後の展望」
を開催した。（平成25年10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.53（平成25年5月発行）〜No.58（平成26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（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
刊行している。本年度は第21号（平成26年2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。
ア　行政対応特別研究［主要国横断］研究資料

第１号（平成25年３月発行）平成24年度カントリー
レポート　中国，タイ
第２号（平成25年３月発行）平成24年度カントリー

レポート　ロシア，インド
第３号（平成25年３月発行）平成24年度カントリー

レポート　EU，米国，中国，インドネシア，チリ
第４号（平成25年３月発行）平成24年度カントリー

レポート　カナダ,フランス,ブラジル,アフリカ，韓
国，欧米国内食料援助
イ　構造分析プロジェクト【実態分析】研究資料

第４号（平成25年３月発行）　農業構造の変動と
地域性を踏まえた農業生産主体の形成と再編－各地
域の現状分析－
ウ　サプライチェーンプロジェクト研究資料

第２号（平成25年７月発行）肉類に関するサプラ
イチェーンの分析－国産牛肉，豚肉，鶏肉を比較し
て－
サプライチェーンプロジェクト研究資料
第３号（平成25年７月発行）海外における農村イ

ノベーション政策と６次産業化
エ　温暖化プロジェクト研究資料

第１号（平成26年３月発行）地球温暖化緩和策が
もたらすコベネフィットの解明とその評価

第12節　�スマート農業の実現に向
けた検討

平成25年11月、ロボット技術やICTを活用し、超省
力化や高品質生産等を可能にする新たな農業（スマー
ト農業）の実現に向けて、経済界等の協力を得て「ス
マート農業の実現に向けた研究会」を立ち上げた。ま
た平成26年３月、同研究会において、スマート農業の
将来像や実現に向けたロードマップ、取組上の留意事
項について概略的に整理した。


