
政策手段別評価結果書の要旨

【政策手段名】

高生産性地域輪作システム構築事業

【政策手段の概要】

目 的 土地利用型農業産地の育成を図り、国産農産物の競争力を強化

内 容 北海道の畑作や各地域の水田作等において、経営の規模拡大と生産性の向上を両立する輪

作体系を可能とする中核的新技術の開発と当該新技術の生産現場での実証を一体的に実施

①ばれいしょのソイルコンディショニング技術（北海道畑輪作）

②ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽培技術（水田輪作：稲、麦、大豆）

達成目標 （目標年次：平成19年度）

（１）ばれいしょ 慣行比 労働時間40％減、生産費10％減

（２）稲、麦、大豆 慣行比 労働時間30％減、生産費15％減

【政策分野の目標と政策手段の関連】

本事業により、収穫作業等の効率化、作期競合の緩和による規模拡大が図られ、ばれいしょ、稲、麦、大

豆の生産コストの低減がなされ、政策分野「国産農畜産物の競争力の強化」に寄与する。

【事業のこれまでの具体的成果】

事業初年度の平成１７年度においては、①北海道ばれいしょ生産におけるソイルコンディショニング技術

に役立つ試作機の製作、現地実証体制の構築及び現行機種での現地実証、②大豆収穫機の改良、現地実証体

制の構築及び現地実証を実施。

【政策手段の改善の方向】

成果目標の達成に向け順調に進捗しており、引き続き、本事業を推進。

なお、実証現場で得られた問題点を確実に技術開発にフィードバックし、効果的な技術開発と現場導入を

進めることに留意する必要。

【政策評価総括組織の所見】

ばれいしょの収量低下について要因分析し、有効性を改善する必要がある。また、水田輪作体系全体の達

成度が判断できるよう検証を行う必要がある。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/6_2.pdf

担当：生産局総務課生産政策室 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３４１７、３５０３）



政策手段(事業)名 高生産性地域輪作システ 政策手段所管課名 生産局農産振興課、特

ム構築事業（モデル事業） 産振興課

農林水産技術会議事務

局研究開発課

政策評価担当課名 生産局総務課

農林水産技術会議事務

局技術政策課

政 (1)目的 土地利用型農業産地の育成を図り、国産農産物の競争力の強化に資す

策 るため、北海道の畑作や各地域の水田作等において、経営の規模拡大と

手 生産性の向上を両立する輪作体系（注）を可能とする中核的新技術の開発

段 と開発した新技術の生産現場での実証を一体的に実施する。

の （注）輪作体系：地力維持等を目的として、同じほ場で種類の異なる作物を一定の順

概 序で循環して栽培する作付け体系

要

(2)内容 国から試験研究独立行政法人への委託により、次の技術開発等を実施

する。併せて、農協等への補助により、技術開発成果を現場に導入して

いくため、推進協議会の開催、実証ほの設置、新技術等の普及啓発・研

修等を実施する。

（１）ばれいしょのソイルコンディショニング技術（北海道畑輪作）

畝には柔らかい土壌、畝間部分には硬い土壌を仕分けることによ

り、ばれいしょの高品質化、収量向上及び収穫作業の効率化を可能

とするソイルコンディショニング技術の開発

（２）ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽培技術（水田輪作：稲、

麦、大豆）

１台で稲、麦、大豆の播種が可能なディスク駆動式汎用播種機に

よる不耕起栽培技術（耕起、代かき（水稲）、畝立て（大豆）を省

略する栽培技術で、労働時間を大幅に削減でき、降雨後でも効率的

に播種できるため、適期の播種が可能）の開発

(3)達成目標 ３年間の事業実施により以下の経営指標を実現できる技術体系を開発

（あらかじめ する（目標年次：平成19年度）

成果目標が設 （１）ばれいしょのソイルコンディショニング技術

定されている ①労働時間 慣行技術体系（注）の４０％減（ばれいしょ）

場合は、成果 ②生産費 慣行技術体系の１０％減（ばれいしょ）

目標） （２）ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽培技術

①労働時間 慣行技術体系の３０％減（稲、麦、大豆）

②生産費 慣行技術体系の１５％減（稲、麦、大豆）

（注）慣行技術体系：実証地域で一般的に実施している技術

（目標設定の考え方）

大規模経営が可能で生産性の高い生産技術の指標として、労働時間及

び生産費の低減を目標値として設定した。



なお、労働時間の低減目標については、農林水産研究基本計画（平成

17年３月農林水産技術会議決定）の期別達成目標として位置づけられ

ている。

また、上記成果目標を達成するための平成１７年度の単年度目標は以

下のとおり。

（１）ばれいしょのソイルコンディショニング技術

試作機（大型輸入機械の改良型）の製作、現地実証体制の構築、現

行機種での現地実証の実施

（２）ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽培技術

大豆収穫機の改良、現地実証体制の構築、現地実証（大豆）の実施

(4)事業予算 １７年度

等の推移 予算額 １４７，０００千円

（直近３カ年） 執行額 １４７，０００千円

政 (1)政策手段 政策分野名 目 標 目標値（目標年度）

策 が関連する政 国産農畜産物の 米の生産コスト ２５％低減(平成２７年度)

分 策分野及び目 競争力の強化 麦の生産コスト ３割程度低減(平成２７年度)

野 標 大豆の生産コスト ３割程度低減(平成２７年度)

の （その他目標）バレイショの労働時間２割程度低減(平成２７年度)

目

標 (2)政策分野 土地利用型農作物において生産コストの低減を図るためには、省力的

と の目標の達成 ・効率的な生産技術の開発・普及により、経営の規模拡大等を推進し生

政 に向けての政 産性の向上を図る必要がある。

策 策手段の有効 現在、北海道畑輪作では、ばれいしょの収穫作業と麦の播種作業の競

手 性（説明及び 合等が規模拡大の阻害要因となっているが、ばれいしょのソイルコンデ

段 概念図） ィショニング技術の確立により収穫作業の効率化が図れ、作業競合が緩

の 和できる。また、各地域の水田輪作では、省力化と作期競合の緩和によ

関 る規模拡大が必要であるが、ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽

連 培技術の確立により、稲・麦・大豆作全体の労働時間が削減できる。

本事業は、これらの技術開発とその現場への導入を進めるものであ

り、ばれいしょ、稲、麦、大豆の生産コスト低減に直結するものである。

【概念図】

生産費低減のネック要因

（輪作における作業競合等による経営規模拡大の阻害等）

高生産性輪作体系に係る技術開発・現地実証

・ばれいしょのソイルコンディショニング技術

・ディスク駆動式汎用播種機による不耕起栽培技術



新技術の普及

全体の生産コスト低減

事業のこれまでの 事業実施初年度の平成１７年度においては、北海道ばれいしょ生産に

具体的成果 おけるソイルコンディショニング技術に資する試作機（大型輸入機械の

（成果目標が設定 改良型、小型で土塊粉砕機構を装備したもの）の作成、現地実証体制の

されている場合 構築及び現行機種での現地実証、並びに大豆収穫機の改良、現地実証体

は、成果目標に対 制の構築及び現地実証を実施し、単年度の目標を達成した。

する実績） モデル事業全体の成果目標（目標年次：平成１９年度）と関連するデ

ータは、下記の通りである。

（１）ばれいしょのソイルコンディショニング技術

①労働時間 慣行技術体系の約40％減

②生産費 慣行技術体系の約５％減

労働時間は約40％低減したが、単収が５～10％低下したことに

より、生産費減は約５％にとどまった。単収低下の原因は現時点で

は明らかでなく、収量の安定が新たな課題となった。

（２）水田輪作体系における不耕起栽培技術

①労働時間 慣行技術体系の約40％減（大豆作のみ）

②生産費 慣行技術体系の約30％減（大豆作のみ）

事業計画上、初年度に得られるデータは大豆作に関するもののみ

であり、水田輪作体系全体のデータは得られていないが、大豆作に

関しては、成果目標の達成を可能とする有意義な数値が得られた（大

豆作の目標：労働時間約40％減、生産費約30％減）。また、大豆の

不耕起栽培体系で狭畦密植栽培を導入したところ、大豆の単収が１

割程度増加した。

今後、水田輪作体系として達成度を測るため、稲作及び麦作を加

えた実証が必要である。

以上のとおり、平成17年度には、成果目標の達成に向けた良好な研

究データが得られた。（ただし、農作物の生産量は気象条件等の要因に

より増減するため、さらに実証を行い、精度の高いデータを得る必要が

ある）

また、現地実証により、技術開発へフィードバックできる作業機械の

改良、周辺技術の改善等に必要となる技術情報が得られた。

(1)必要性 政策分野の目標である「国産農畜作物の生産コストの低減」の達成の

評 ためには、主要な土地利用型作物の経営規模の拡大や生産性の向上が必

要である。



価 本事業は、北海道畑輪作及び各地域の水田輪作（稲・麦・大豆）の経

営規模拡大の阻害要因（ばれいしょの収穫作業と麦の播種作業の競合、

結 麦と大豆の作業の競合や省力化の遅れ等）を克服し、生産性を高める技

術開発を進めるものであり、政策分野の目標達成の上で重要である。

果

(2)有効性 平成１７年度には、ばれいしょのソイルコンディショニング技術に資

する試作機の製作、実証体制の構築及び実証等の単年度目標を達成し、

事業計画は適切に進捗している。

また、３カ年事業の成果目標について、平成１７年度が事業初年度で

あり、生産体系全体の達成状況を判断できる時期に至っていないが、得

られたデータについては、本事業の目標の達成が十分期待できるものと

なっており、手段の有効性が認められる。

(3)効率性 技術開発に知見と技術力を有する研究機関と、生産現場に近い農協等

が連携し、作業機の改良等に取り組みつつ、現場実証では試作機及びそ

の周辺技術に対する現場の意見の集約を行う等、技術の普及段階を見据

えた産地一体の技術開発が実施されており、成果目標の達成に向けて、

効率的に事業が実施されていると認められる。

また、本事業では、目標達成状況の検証や次年度研究計画の設計につ

いて外部有識者で構成される検証委員会を毎年度開催し、研究計画を的

確に見直す仕組みとなっている。

さらに、本事業は、「モデル事業」として、天候影響による災害の発

生や事業計画の遅れ等が発生した場合には予算の繰越が可能等の弾力的

な予算執行が行えるようになっており、平成17年度はその事態には至

らなかったが、効率的な事業制度となっている。

(4)その他 土地利用型農業の規模拡大・生産性向上は喫緊の農政課題である。ま

(公正性､優先性等) た、担い手が国内での大規模経営への将来性を見いだせるような基幹的

な技術体系の提示は早期に実施する必要がある。

政策手段の改善の 本事業全体としては、成果目標の達成に向け順調に進捗していると認

必要性、その内容 められる。引き続き、本事業を推進し、更なる改良技術の導入を行いつ

及びその理由 つ、輪作体系全体でのコスト低減効果を実証していく必要がある。

なお、本事業の実施に当たっては、実証現場で得られた問題点を確実

に技術開発にフィードバックし、効果的な技術開発と現場導入を進める

ことに留意する必要がある。特に、平成17年度の実証において、ばれ

いしょの収量低下のデータがあることを踏まえ、作物の収量、品質の確

保条件等について検証を行う必要がある。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 省力的で生産性の高い輪作システムが構築されることにより、経営規

の所見 模の拡大が可能となり、国産農産物の競争力強化が図られることとなる

ため、本事業の必要性は認められる。



なお、本事業は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４」

（骨太２００４）に位置づけられたモデル事業である。

（２）有効性

本事業は３年間の事業であり、初年度の１７年度では確立したモデル

は構築されていないものの、１７年度の実証試験によると、ばれいしょ

について労働時間、大豆について労働時間及び生産費の大幅低減が可能

なデータが得られたことなどから、一定の有効性が認められる。

なお、生産費低減については事業の目標に達しておらず、要因分析を

行った上で、１９年度に向けて有効性を改善する必要がある。また、水

田輪作体系においては、１７年度段階では成果目標の達成を判断する総

合的なデータはそろっておらず、引き続き技術体系の更なる改善と実証

を行うことが必要である。

（３）効率性

本事業は、技術開発に知見と技術力を有する研究機関と生産現場に近

い農協等が連携して推進されている。また、毎年度、外部有識者による

検証委員会において目標の達成度の点検が行われ、目標達成に向けた実

施体制として効率性が認められる。

また、繰越明許費や国庫債務負担行為を活用できる体制が整備され、

予算執行の弾力化に努めていることから、その効率性が認められる。

（４）総括所見

（有効性の改善）

本事業は、国産農産物の競争力強化が図られるなど必要性が認められ、

一定の有効性及び効率性も認められる。

なお、ばれいしょの生産費の低減については、事業目標に達成してい

ないことから、１９年度に向けてその要因を十分分析した上で、有効性

を改善する必要がある。また、水田輪作体系全体の達成度の判断に要す

る総合的なデータを得る必要があることから、引き続き、研究開発と実

証を進め、水稲及び麦のデータを加えた検証が必要である。

評価会委員の意見 ○輪作により大豆を生産している産地が多くなっているが、畜産との連

携が薄れて有機質たい肥が入っていないため地力が落ちて、大豆の単収

が落ちている地域が北陸などでは増えているのではないか。耕畜連携や

たい肥や有機質肥料の問題にも触れてほしい。（今村委員）



高生産性地域輪作システム確立のための技術開発

－土地利用型農業の生産性向上を目指して－

・麦・大豆の耕起栽培では降雨の影響を受け
やすく、適期播種が困難
・麦の収穫作業と大豆の播種作業が競合
・規模拡大のためには水稲春作業の省力化
が必要

・担い手の大幅な減少に対応する規模拡大
が急務
・馬鈴しょの収穫作業と麦の播種作業の競合
が規模拡大を阻害
・省力化が進んだ小麦に作付が偏り、輪作体
系に乱れ

問題点 問題点

北海道畑輪作 水田輪作

技術開発の推進

・畦には柔らかい土壌、畦間部分には硬
い土壌を仕分ける技術

・高品質化と収量向上に貢献

・収穫作業効率化により、小麦播種作業
との競合が緩和

○馬鈴しょのソイルコンディショニング

技術

技術開発の推進

○ディスク駆動式汎用播種機による

不耕起栽培技術
・耕起、代かき（水稲）、畦立て（大
豆） を省略する栽培技術
・１台の播種機で稲・麦、大豆に対応可
能
・降雨後でも効率的に播種できるため、
適期の播種が可能
・また、労働時間を大幅に削減（約３
割） でき、規模拡大が可能

バランスのとれた輪作体系を維持しつ
つ規模拡大が可能

馬鈴しょ→緑 肥→小 麦→てん菜→豆 類

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

（目標）経営面積：５０ｈａ（現状３４ｈａ）
労働時間：現状の４０％減（馬鈴しょ）
生 産 費：現状の１０％減（馬鈴しょ）

（目標）経営面積：６０ｈａ（３戸）（現状４０ｈａ（３
戸））

労働時間：３０％減
生 産 費：１５％減

省力化と作期競合の緩和による規模
拡大が可能

１年目 ２年目

麦

水稲 大豆




