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第１節　�東京電力株式会社福島第一
原子力発電所事故による農
業分野への影響と対応　　

農畜産物に係る原発事故対応として、食品中の放
射性物質の基準値（一般食品100Bq/kg、乳児用食品
50Bq/kg、牛乳50Bq/kg、飲料水（茶含む）10Bq/kg）
以下の農畜産物のみが流通するよう、放射性物質検査
や検査結果に応じた出荷制限が行われており、関係県
において必要な検査が行われるよう科学的助言等を
行った。また、品目・地域ごとの状況に応じ、農畜産
物の放射性物質の吸収を抑制するための対策等の徹底
を図った。

１　農畜産物の品目ごとの放射性セシウム検
査結果と安全確保の取組

⑴　米
25年産米については、24年産米に引き続き、作付制

限、放射性物質の吸収抑制対策及び収穫後の検査を組
み合わせた安全確保対策を実施した。
また、23年産米の検査結果等の解析により、カリ肥料の
施用が玄米に含まれる放射性セシウム濃度を低減する
効果があることが明らかとなっていることから、25年産
米の生産においても、土壌中のカリウム濃度に応じたカ
リ肥料の施用を推進・支援した。

こうした取組の結果、25年産米の放射性セシウム検
査結果では、17都県で検査された1,104万点（福島県
の全袋検査を含む）のうち基準値超過が28点、0.0003％
と、24年産米の0.0008%に比べてさらに大幅に低下し
た。

さらに、26年産米でのより効果的な吸収抑制対策の
実施に向けて、福島県等と連携して放射性セシウム濃
度の高い米が発生する要因とその対策について調査・
取りまとめを行った。

⑵　米以外の農産物
野菜については、25年度に19,657点の検査を行った

ところ、基準値を超える値は検出されなかった。

果実については、震災後に粗皮削りや高圧洗浄によ
り樹体表面に付着した放射性セシウムの低減に取り組
んだこと等により、25年度に実施した4,243点の検査
において、基準値を超える値は検出されなかった。一
方、干し柿の一種であるあんぽ柿については、加工に
よる放射性セシウムの濃縮により、福島県の主要産地
で２年連続で加工自粛となったことを受け、地方自治
体、生産者団体等と共にあんぽ柿復興協議会を設置し、
加工再開モデル地区の設定、非破壊検査器の開発等の
取組を実施した。その結果、平成25年12月に３年ぶり
に出荷が再開され、震災前の２割弱にあたる約200ト
ンが出荷された。

茶については、深刈り等の剪定、整枝により樹体や
葉に付着した放射性セシウムの低減に取組んだこと等
により、25年度の検査では全447点のうち基準値超過
はなかった。なお、茶については、24年４月以降、飲
用に供する状態で測定することとなっている。

大豆・そばについては、放射性物質の吸収抑制対
策が講じられたことにより、25年産大豆の基準値超過
の割合は0.4％と24年産の1.1％から低下したほか、そ
ばについては25年産では基準値超過がみられなかった
が、26年産での効果的な吸収抑制対策の実施に向け、
福島県等と連携して、放射性セシウム濃度の高い大豆
やそばが発生する要因とその対策について調査取りま
とめを行った。

⑶　畜　産　物
畜産物については、基準値を超える放射性物質が含

まれることがないよう設定した暫定許容値以下の飼料
のみが与えられるよう、家畜の適切な飼養管理につい
て指導するとともに、代替飼料の確保に対する支援等
を行った。

また、飼料中の放射性セシウムの暫定許容値を上回
る牧草が生産されることが予想される草地について、
反転耕、耕起等により、平成23年度から25年度にかけ
て約2万4千haの放射性物質の吸収抑制対策等を推進
した。

こうした取組により、25年度の検査結果は、牛肉に
ついては193,268点、豚肉については781点、鶏肉及び
鶏卵については705点の検査が行われたが、いずれも
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基準値超過は検出されなかった。原乳については、25
年度は2,040点の検査が行われたが、基準値（50Bq/
kg）の超過は、23年４月以降検出されていない。

⑷正確な情報発信
原発事故の影響下での農作物の作付、吸収抑制対策、

収穫時の検査等、営農上留意すべき事項について、Q
＆Aや通知を作成し、ホームページへの掲載や、関係
県・団体等を通じて現場への周知に努めた。

また、都道府県が行う食品中の放射性物質の調査結
果について、厚生労働省の集計したデータを基に、各
品目や地域ごとに分かりやすく整理し、ホームページ
に掲載した。
表１　�25年度の農畜産物の放射性セシウム検査結果（17

都県）注1（上段：25年度、下段：24年度）

２　原発被災地への支援等

避難指示区域等における農業者の経営再開に向け、
農地等の除染や農業者の帰還の進捗に合わせて、除染
後の農地等の保全管理や作付実証等の取組を支援し
た。

⑴　農業生産の復興・営農再開支援に向けた取組
農業生産の復興に向けて、放射性物質の農作物への

吸収抑制を目的とした資材の施用、品種・品目転換等
の取組を支援した。

また、避難指示区域等における農業者の経営再開に
向けて、除染終了後から営農が再開されるまでの間の
農地等の保全管理、鳥獣被害防止緊急対策、放れ畜対
策、営農再開に向けた作付実証及び収穫後の汚染防止

対策等に対して支援した。

（予算額東日本大震災農業生産対策交付金10,427百万円
の内数

福島県営農再開支援事業　　　　　　　23,185百万円
（平成24年度補正）（基金））

⑵　農業系廃棄物の処理の推進
放射性セシウムに汚染された稲わら、牧草、牛ふん

堆肥等の農業系廃棄物については、放射性物質汚染対
処特措法に基づき、8,000Bq/kg超は指定廃棄物として
国（環境省）が、8,000Bq/kg以下は一般廃棄物等とし
て市町村等が処理することとされている。焼却処理等
がなされるまで時間を要する状況にあることから、営
農上支障が生じることがないよう、また、風評被害の
原因となることがないよう、隔離や一時保管等を推進
した。

⑶　被災地の家畜の捕獲等
旧警戒区域において飼養が困難となり、牛舎等から

離れている家畜（放れ畜）については、同区域の見直
しに伴い、平成24年４月５日に原子力災害対策本部長
から福島県に対して、所有者の同意を得た上で家畜に
苦痛を与えない方法によって処分することを基本とし
つつ、所有者が継続飼養を望む場合、福島県の策定し
た対処方針に基づき、出荷や繁殖の制限、個体識別の
実施等を要請した上で家畜の引き渡しを行う旨が指示
された。

これを受けて、福島県が行う家畜の捕獲等の取組に
引き続き協力したところ、平成26年１月の捕獲以降、
放れ畜の目撃情報等はなく、福島県は、同年２月末に
全頭を捕獲したと判断した。また、継続飼養をしてい
る農家に対しては、福島県が定めた対処方針を遵守す
るよう、県とともに要請等を行った。

第２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、産地の農業収益力の向上に向け、国が直接採
択・支援する事業を大括り化し、効率的な運用を可能
とした「産地活性化総合対策事業」を引き続き推進し
た。
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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、25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、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、国産原材料サ
プライチェーン構築、青果物広域流通システム構築、農
畜産物輸出に向けた体制整備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支援した。

⑶　予算額
平成25年度予算額　　　355億円の内数

２　産地活性化総合対策事業

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。

　このため、幅広い品目の産地収益力の向上に向けた
取組を支援するとともに、粗飼料の広域流通体制の整
備等を支援することにより、産地の収益力の向上及び食
料自給率の向上等を通じた産地の活性化を図る。

⑵　事業の内容
　産地活性化総合対策事業においては、①産地の収益
力向上への取組として、生産技術力の強化、有機農業
の推進、国内産いもでん粉の高品質化技術等の確立、
サプライチェーンの構築、地域バイオマスの利活用、乳
業の再編、食肉等流通の合理化、経営資源の有効活用、
養蜂等振興を支援し、②飼料生産拠点育成の取組とし
て、飼料生産拠点の育成や放牧の拡大等を支援し、③
大豆・麦・飼料用米等の生産拡大のために、生産拡大
に必要な農地の高度利用に資する作付体系への転換や
生産コスト低減を図る取組等を支援し、④産地が連携
して取り組む地域特産作物の需要拡大の取組として、
産地同士が連携して行う需要拡大に向けた生産・加工
技術の改善や技術実証等を支援し、⑤地域の自主性・
継続的な農作業安全対策の取組として、地域における
農作業安全活動を自立的かつ継続的に実施できる体制
整備を支援し、⑥産地活性化、地域作物支援、飼料生
産拠点育成、経営資源の有効活用に必要な農業機械等
をリース方式での導入のメニューを措置し総合的に支援
した。

⑶　予算額
平成25年度予算額　　23億円

第３節　農産物の生産対策等

１　米生産対策

⑴　生産動向
　平成25年産水稲の作付面積は、前年産に比べ1万8千
ha（1.1％）増加し、159万7千haであった。
同年産水稲の作柄は、全もみ数がやや多いないし平年
並に確保され、登熟も中国、四国及び九州を除きおおむ
ね順調に推移したことから、全国の10a当たりの収量は
539kgとなり、収穫量は前年産に比べ8万4千ｔ（1.0％）
増加し、860万3千tとなった。なお、全国平均の作況指
数は102であった。

⑵　生産対策
米については、需要に応じた生産を図りつつ、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
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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。

このような中、「日本再興戦略」（平成25年6月14日
閣議決定）において、今後10年間で担い手の米の生産
コストを現状全国平均（1万6千円/60kg）から4割削
減する目標が掲げられた。

この目標の達成に向け、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、稲・麦・大豆等の合理
的な作付体系の導入・定着や低コスト生産に資する高
効率機械等の導入を推進した（強い農業づくり交付金、
攻めの農業実践緊急対策事業等）。

２　麦 生 産 対 策

⑴　生産動向
平成25年産麦の作付面積は、４麦計で27万haとな

り、前年産並となった。
収穫量については、４麦計で99万ｔとなり、前年産

に比べ４万ｔ（3％）の減少となった。これは、小麦
において北海道で高温・少雨のため登熟期が短縮し、
10ａ当たり収量が低下したことにより５万ｔの減少と
なったためである。なお、二条大麦、六条大麦、はだ
か麦については、概ね天候に恵まれたことから、10ａ
当たり収量が増加し、前年産に比べ1万ｔの増加となっ
た。

⑵　生産対策
麦は、北海道においては大規模畑作営農における輪

作作物、都府県の水田作地帯における転作作物または
二毛作作物として、我が国の土地利用型農業における
重要な作物となっている。しかしながら、天候不順や
湿害等による収量・品質の不安定さや労働力不足と
いった課題により、近年の麦の作付面積は伸び悩んで
おり、特に湿害を受けやすい等の生産条件が悪い地域
における減少が見られる。

このような課題に対応するため、平成25年度予算に
おいて大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業により
他作物との作期・作業の競合回避、省力化や生産の安
定に資する新たな栽培技術及び品種の導入等を推進す
るとともに、平成25年度補正予算において水田フル活
用実践緊急対策により水田フル活用による麦の生産拡
大や生産の効率化に必要な農業機械等のリース導入や
乾燥調製施設の再編合理化等を推進することで、麦の
生産拡大に積極的に取り組む地域への支援を行い麦の
生産振興を図った。

３　大豆生産対策

⑴　生産動向
25年産大豆の作付面積は、他作物への転換等により、

前年産に比べ2,300ha（２％）減少し、12万8,800haとなっ
た。
　また、収穫量については、台風被害、天候不順によ
る登熟期の生育抑制のため、前年産に比べて3万6,000t

（15％）減少し、19万9,900tとなった。
⑵　生産対策

　国産大豆は、有効活用されていない水田や畑地を活
用し食料自給率を向上していく上で重要な作物である
が、他作物への転換等により作付面積が減少傾向となっ
ている。また、気象条件等の影響により作柄が大幅に
変動し、販売価格が乱高下することから、量・質ともに
実需者の求める大豆を安定的に生産・供給することが
課題となっている。
　このため、平成24年度補正予算により、大豆・麦等
生産体制緊急整備事業による、大豆・麦の生産拡大に
緊急かつ積極的に取組む地域が行う生産体制整備の支
援を行ったほか、平成25年度予算において強い農業づ
くり交付金により大豆の増産に対応するための乾燥調製
施設等の整備への支援を通じ、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25年産野菜について、作付面積では、レタス
（400ha増）やたまねぎ（300ha増）、キャベツ（200ha
増）など増加した品目は一部にあるものの、かぼちゃ

（1,200ha減）やさやえんどう（900ha減）、だいこん
（700ha減）、スイートコーン（600ha減）などで減
少したことから、前年に比べ6千ha減少し、402千
haとなった。

生産量では、トマト、レタス産地において、天候
に恵まれ、増加した品目もあるものの、たまねぎ等
の品目で減少したことから、野菜全体では前年に比
べ156千t減少し、11,143千tとなった。
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表2　平成25年度産主な野菜の作付面積、収穫量及び出荷量

イ　野菜の輸出入動向
平成25年の輸出金額は、前年比118％の10,649

百万円と増加した。このうち、生鮮野菜の輸出金額
は、香港向けのいちご、メロン及びかんしょや米国
向けながいもが増加したことにより、前年比122％
の2,925百万円となった。また、野菜加工品の輸出
金額も前年比116％の7,725百万円と増加した。

平成25年の輸入量は、前年比95％の271万tと減少
した。このうち、生鮮野菜の輸入量は、たまねぎ、
ブロッコリー及びかぼちゃ等の輸入量が減少したこ
とにより、前年比90%の85万tとなった。また、野
菜加工品の輸入量は、前年比97％の186万tであった。

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・供給体制の確立を推進した。

ア　加工・業務用需要への的確な対応に向けた取組
鉉　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、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。
（予算額

産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向
上支援事業
農業所得向上新分野支援地区推進事業（国産
原材料サプライチェーン構築事業）
全国推進事業（ニュービジネス育成・強化支
援事業）

2,271百万円の内数）

鉤　輸入野菜からのシェア奪還に向け、加工・業務
用野菜への転換を推進する産地を対象に、加工・
業務用野菜の安定供給に必要な土壌・土層改良、
被覆資材の使用等の作柄安定技術を導入した場合
に、３年間支援する事業を実施した。
（予算額

加工・業務用野菜生産基盤強化事業
1,000百万円）

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構築のための取
組を支援した。

（予算額
産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向
上支援事業
農業所得向上新分野支援地区推進事業（青果
物広域流通システム構築事業）

2,271百万円の内数）
ウ　野菜産地の収益力向上に向けた取組
鉉　野菜産地の体質強化に向けて、消費者ニーズに

的確に対応した特色ある園芸産地を構築するため
に必要な集出荷所蔵施設、処理加工施設、低コス
ト耐候性ハウス等の整備を支援した。
（予算額　

強い農業づくり交付金
24,422百万円の内数）

鉤　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、生産技術力の
強化を図る取組及びそれに必要な施設整備等を支
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援した。
（予算額

　　　　産地活性化総合対策事業
2,271百万円の内数）

鉈　我が国の施設園芸を次世代に向かって発展させ
るため、大規模に集約された施設においてＩＣＴ
を活用した高度な環境制御技術による周年・計画
生産を行うとともに、地域資源を活用したエネル
ギー供給から生産、調製・出荷までを一気通貫し
て行う次世代施設園芸拠点整備を支援した。
（予算額

次世代施設園芸導入加速化支援事業
3,000百万円）

銕　燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造へ
の転換を進めるため、施設園芸の省エネルギー設
備のリース導入を支援するとともに、農業者と国
の拠出により燃油価格が一定基準以上に上昇した
場合に補てん金を交付するセーフティネットの構
築を支援した。
（予算額

燃油価格高騰緊急対策
平成25年度末基金残高　38,361百万円の内数）
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25年の野菜価格は、６月までは生育期の天候
に恵まれた影響もあり豊作基調であったため、概ね
安値で推移したが、７月以降は記録的な猛暑や秋の
台風の影響により、高値基調で推移した。

表３　指定野菜（14品目）の卸売価格の動向
（東京都中央卸売市場）

資料：東京都中央市場青果卸売会社協会調べ

注：�平年とは、過去5ヵ年（平成20 〜 24年）の月別価
格の平均値である。

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。

キャベツ、はくさいについては、適正生産の実施
や適期収穫を徹底し、昨年の価格低落時に実施した
緊急需給調整事業の発動は行わなかった。

ウ　野菜価格安定制度
鉉　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。

鉤　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。


