
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

【政策分野全体の目指す姿】

我が国農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換することを推進し、環境と調和のとれた持

続的な農業生産体制を構築する。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

たい肥等の土づくりを基本として化学肥料等の使用量を低減するための生産方式を取り入れる農業者であ

るエコファーマーの認定件数を増やすことにより、意欲的な生産者から環境保全への意識を高め、環境保全

を重視した農業生産への転換を図る。

目標①：エコファーマー認定件数10万件（平成21年度）
目標値：65,177件（平成17年度） 実績値：98,875件 達成状況:294％ 達成ランク：Ａ

要因の分 (1)エコファーマーに対する金融・税制上の特

析・改善 例措置等の支援を行ったほか、農業生産者に

の考え方 おいて環境に配慮した生産に対する意識が高

まったことから、目標を達成した。

(2)19年度から新たに導入する農地・水・環境

保全向上対策における営農活動への支援につ

いては、支援に当たってエコファーマーの認

定を受けることを求めることとしており、施

策の普及・啓発にあたり、より一層エコファ

ーマーの認定を推進する必要がある。

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（２）

家畜排せつ物から作られるたい肥の地域内における需給アンバランスを軽減し、家畜排せつ物の資源とし

ての有効利用を進める。

目標②：全国市町村数に占める地域環境保全型農業推進方針の策定市町村率６３％（平成22年度）
目標値：52％（平成17年度） 実績値：52.8％ 達成状況:116％ 達成ランク：－

要因の分 (1)目標を超えたものの、市町村合併の影響を

析・改善 大きく受けているため、ランク付けを行わな

の考え方 かった。

(2)19年度から新たに導入する農地・水・環境

保全向上対策における営農活動への支援にお

いて、①地域の環境保全の課題、②その課題

の解決に向けた農業生産活動に伴う環境負荷

低減を図る推進方策・取組目標が明記された

計画の策定を市町村に求めることとしており、

この一環として、地域環境保全型農業推進方

針の策定等を推進する必要がある。
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【政策分野の総合的な評価】

今後とも、環境に配慮した農業生産活動を進めるため、農業環境規範の普及・定着や持続性の高い農業生

産方式の導入施策を引き続き行い、たい肥等による土づくりや化学肥料等の使用低減に資する農業生産方式

の普及・定着や家畜排せつ物の有効利用の推進を図り、農業生産活動に伴う環境への負荷を低減する取組が

必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/7.pdf
担当：生産局総務課生産政策室 ℡０３－３５０２－８１１１（内線３４１７、３５０３）



政策評価結果書

平成１８年３月３１日
（最終改訂同年７月７日）

実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換

政策分野主管課 政策分野主管課：生産局農産振興課、畜産企画課
及び関係課 関 係 課：生産局畜産部畜産振興課、農村振興局整備部地域整備課

政策分野の全体 我が国農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換することを推
の目指す姿 進し、環境と調和のとれた持続的な農業生産体制を構築する。

重点的に取り組むべき課題（課 目標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

たい肥等の土づくりを基本とし ①名称 持続性の高い農業生産方式を導入し 都道府県を通じた調
て化学肥料等の使用量を低減する た認定件数（エコファーマー） 査
ための生産方式を取り入れる農業 指 標：エコファーマー認定件数
者であるエコファーマーの認定件 目標年次：平成２１年度
数を増やすことにより、意欲的な 目 標 値：エコファーマー認定件数の増加
生産者から環境保全への意識を高 100,000件
め、環境保全を重視した農業生産 （基準：47,766件(平成15年度)
への転換を図る。 →目標：100,000件(平成21年度)）

※ ｢エコファーマー｣とは、持続性の高い農
業生産方式の導入の促進に関する法律に基
づき、土づくり技術、化学肥料使用低減技
術、化学合成農薬使用低減技術を一体的に
導入する計画を立て、都道府県知事の認定
を受けた農業者。

また、家畜排せつ物から作られ ②名称 家畜排せつ物の地域内利用の計画的 都道府県を通じた調
るたい肥の地域内における需給ア な推進 査
ンバランスを軽減し、家畜排せつ 指 標：地域環境保全型農業推進方針策
物の資源としての有効利用を進め 定市町村率
る。 目標年次：平成２２年度

目 標 値：６３％
このように、自然循環機能を高 （基準：47％(平成15年度)

めつつ、環境保全を重視した農業 →目標：63％(平成22年度)）
生産への転換を進めることによ ※ ｢地域環境保全型農業推進方針｣とは、環
り、消費者の国内産農畜産物への 境保全の観点から家畜排せつ物の農業利用
支持を高める。 の方針を地域として示すもの。



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画
第１の２の(４) 環境保全を重視した施策の展開

(関係箇所) 第３の２の(８)のア 環境規範の実践と先進的取組への支援
イ バイオマスの利活用の促進

食料・農業・農村基本計画工程表（平成１７年農林水産省）

目標年度 ①２１年度
② －

目標値 ①エコファーマー認定件数100,000件
② －

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
将来的に地球規模での化石資源・水資源の枯渇や地球温暖化による影響等が危惧される中で、我が国経

済社会を環境に配慮した持続可能なものに転換していくことが重要な課題となっている。こうした中で、
農業が本来有する自然循環機能を発揮することにより、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視し
たものに転換することを推進し、環境と調和のとれた持続的な農業生産体制を確立する必要がある。
このため、農業環境規範（環境との調和した農業生産活動を行っていく上での基本的な取組で、農業者

の営農活動の自己点検に用いるもの）の普及・定着や持続性の高い農業生産方式の導入施策を引き続き行
い、たい肥等による土づくりや化学肥料等の使用低減に資する農業生産方式の普及・定着や家畜排せつ物
の有効利用の推進を図り、農業生産活動に伴う環境への負荷の低減を図る取組が必要である。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
農業環境規範と併せ、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、たい肥等の土

づくりを基本として化学肥料、化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者（エコファーマー）の
認定件数の増加を目標として設定する。具体的には、食料・農業・農村基本計画工程表（平成１７年農林
水産省）において掲げられた、エコファーマー認定件数100,000件を目標値として設定する。
家畜排せつ物については、農業の自然循環機能の維持増進を図る観点から、可能な限り有効に農地還元

することが重要であるが、家畜排せつ物の供給側と需要側との間でアンバランスが生じている地域も多く
みられるため、地域環境保全型農業推進方針を策定する市町村の割合を、今後増加させることを目標とし
て設定する。具体的には、推進方針が未だ策定されておらず、家畜が一定頭羽数以上飼養されている市町
村に該当する867市町村にて平成27年度までに推進方針が策定されると考えると、平成27年度時点の指標値
は74％となるが、平成27年度まで増加が直線的と考えて算出される、本指標の目標年次の平成22年度時点
の63％を目標値として設定する。

〔目標値の算出方法／達成状況の判定方法〕

目標① エコファーマー認定件数100,000件（平成21年度）
基準及び算出方法
基準値：47,766件 （平成16年3月）
目標値の算出方法：都道府県を通じた調査により把握
目標達成率の算出方法

達成率の計算方法

・達成率(％) = (当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×１００

目標② 全国市町村数に占める地域環境保全型農業推進方針の策定市町村数 63％（平成22年度）
基準及び算出方法
基準値：47%（平成15年度）
目標値の算出方法：都道府県を通じた調査により把握
目標達成率の算出方法

達成率の計算方法

・達成率(％) = (当該年度実績値－基準値)÷(当該年度目標値－基準値)×１００



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標①エコファーマーの認定件数

目標②全国市長村数に占める地域環境保全型農業推進方針の策定市町村数（％）
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実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
エコファーマー
認定件数 本年度の目標値 65,177件

100,000件 本年度の実績値 98,875件
（平成21年度） 達成状況 293.5％ 達成ランク Ａ

基準値 47,766件(平成15年度)

（参考）昨年度の実績値を起点にした本年度の達成状況 220.3％
昨年度の実績値 75,699件
220.3％＝(98,875-75,699)×(-1)／(65,177-75,699)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性

エコファーマーの認定件数は、近年急激に増加しており、17年度末で98,875件と、
17年度の目標値を達成している。
これは、これまで講じてきた「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法

律（持続農業法）」に基づくエコファーマーに対する金融・税制上の特例措置、たい肥
等による土づくりや化学肥料低減への取組に対する支援等に加え、環境問題に関する
国民的関心の高まりを受け、農業生産者においても、環境に配慮した生産に対する意
識が高まったことが一因であると考えられる。
このような中、17年度においては、より一層環境に配慮した農業生産活動の推進を

図るため、
① 持続農業法に基づき、エコファーマーに対する金融・税制上の特例措置引き続き
実施するとともに、

② 農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき「環境と調和のとれた農業生産活
動規範（農業環境規範）」を平成１７年３月に策定し、５つの補助事業等に農業環境
規範の関連付けを行うこと等による普及・定着の推進

③ 環境と調和のとれた農業生産を推進するために必要な共同利用機械・施設等の整
備の支援

等の施策を講じたところである。
これらの取組より、エコファーマーの認定件数がより一層増加することが期待され

る。

改善・見直しの方向

環境に配慮した農業生産活動の推進をさらに進めるため、引き続き、エコファーマ
ーの認定を推進していくこととしている。
また、１９年度から新たに導入する農地・水・環境保全向上対策における営農活動

への支援については、支援に当たってエコファーマーの認定を受けることを求めるこ
ととしており、施策の普及・啓発にあたり、より一層エコファーマーの認定を推進し
ていくこととしている。

目標② 目標値、実績値、達成状況
全国市町村数に
占める地域環境 本年度の目標値 52％
保全型農業推進 本年度の実績値 52.8％
方針の策定市町 達成状況 116％ 達成ランク －
村数 63％ 基準値 47％（平成15年度）
（平成22年度）

（参考）昨年の実績値を起点にした本年の達成状況 121.0%
昨年度の実績 48.2％
121.0%＝(52.8－48.2)／(52.0－48.2)×100

政策目標を達成するための政策手段の有効性



市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う市町村合併に
より、全市町村数が基準年である平成１５年度の3,132（うち地域環境保全型農業推進
方針（以下「推進方針」という。）を策定していた市町村の数は1,457）から、平成１
７年には1,821（うち推進方針を策定している市町村の数は962）に減少する中、推進
方針の策定割合は目標値52.0％を超える52.8％となった。
しかしながら、この結果は合併による影響を大きく受けているため、本年度の達成

状況について判断することはできなかった。
なお、合併に伴い推進方針を廃止した60市町村のうち、既に少なくとも23市町村に

おいて新たに推進方針の策定の検討が行われているが、このように、引き続き、推進
方針のもと、環境保全を重視した取組が市町村において実施されている。
政策分野の目指すべき姿を達成するため、

① 作物生産農家が使いやすいたい肥生産技術の普及
② たい肥の利活用を推進するために行うモデル的な取組に対する助成
（１７年度には、複数のＪＡの協定によりたい肥の広域流通を推進する等、農業者
団体等がたい肥の利活用を促進するために行うモデル的な取組に対する支援を実
施。）

等の政策手段を講じているところである。
今後はこれらの施策を講ずるとともに、市町村における推進方針の策定を拡大し、

家畜排せつ物の有効利用を図っていく必要がある。

改善・見直しの方向

平成１９年度から新たに導入する農地・水・環境保全向上対策における営農活動へ
の支援において、
① 地域の環境保全の課題
② その課題の解決に向けた農業生産活動に伴う環境負荷低減を図る推進方策・取組
目標

が明記された計画の策定を市町村に求めることとしており、この一環として、地域環
境保全型農業推進方針の策定等を進めることとしている。
なお、目標値については、今後の合併の状況を踏まえて見直す必要がある。

総合的な所見 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あり方を環境保
（各局政策評価 全を重視したものに転換することを推進し、環境と調和のとれた持続的な農業生産体
担当課長） 制を構築することが重要である。

このような中、持続性の高い農業生産方式を導入したエコファーマーの認定件数は、
目標を上回った。また、家畜排せつ物の地域内利用の計画的な推進を図る上で地域環
境保全型農業推進方針策定市町村率については、市町村合併の影響により目標の達成
状況の評価が困難であったものの、市町村において、引き続き、推進方針が活用され
るとともに、合併市町村の中に新たに推進方針を策定する動きが見られた。。
今後とも、環境に配慮した農業生産活動を進めるため、農業環境規範の普及・定着

や持続性の高い農業生産方式の導入施策を引き続き行い、たい肥等による土づくりや
化学肥料等の使用低減に資する農業生産方式の普及・定着や家畜排せつ物の有効利用
の推進を図り、農業生産活動に伴う環境への負荷を低減する取組が必要である。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果はおおむね妥当であるものの、エコファーマーの認定件数については目標値を大幅に上回って

いることから、目標値の見直しについて検討すべきである。また、環境と調和のとれた持続的な農業生産
が確保されるよう、エコファーマーが計画どおりに環境負荷低減効果のある技術を導入しているか、その
結果として化学合成農薬等の使用割合が削減されているかなども留意して分析を行う必要がある。
地域環境保全型農業推進方針の策定市町村数については、市町村合併が進展中であるため目標の達成度

合いが正確に測定できないことから、目標値の見直しについて検討すべきである。また、地域環境保全型
農業推進方針が策定されることにより、実際にどの程度たい肥の利用が促進されたのかなどにも留意して
分析を行う必要がある。

【評価会委員の意見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

強い農業づくり交付金のうち
産地競争力の強化に向けた総
合的推進（環境保全）

環境保全型農業への取組農
業者の増加等

47,009
の内数

　環境保全型農業技術の導入、有
機農産物等の生産体制の確立、緑
肥作物を導入した合理的な輪作体
系の確立等への支援を実施。

独立行政法人農業・生物系特
定産業技術研究機構農業機
械化促進業務勘定運営費交
付金等

「中期目標」の達成 1,125
　「年度計画」に即した業務を着実に
実施。

元気な地域づくり交付金のうち
農業生産の基盤の整備

環境保全型農業の拡大・定着
を図るための基盤整備の実施

46,607
の内数

　8地区で事業を着実に実施し、環
境保全型農業の拡大・定着が図られ
た。

新たな農業生産環境施策確立
調査事業

農業生産活動に伴う環境への
負荷の大幅な低減を図る取組
に対する支援の導入に向けた
環境負荷の低減効果に関する
評価・検証手法等の確立

30

　平成１９年度から導入予定の農地・
水・環境保全向上対策の具体化に
向けた調査を着実に実施。
　今後、調査結果をもとに支援水準
など制度の具体化を進めていくことと
している。

地力増進法 － －

　本法に基づき都道府県において地
力の増進のための取組が着実にな
されている。
　今後土づくりが重要となっていく中
で、本法に基づく地力増進の継続が
必要。

① エコファーマー認定
件数100,000件

交付金により、地域全体で取り組む環境保全型
農業技術の導入や、有機農産物等の生産体制
の確立、緑肥作物を導入した合理的な輪作体
系の確立等を推進

中期目標を達成するための「中期計画」及び毎
事業年度ごとに定める「年度計画」に即した業
務を実施

地域一体となった環境保全型農業を推進する
ための土づくり施設、水質保全施設、生態系保
全施設、効果検証・情報発信体制等の整備

・国内外の農業生産における環境重視の取り
組みについての実態調査等
・地域ごとの環境負荷の程度を表す指標の検
討
等

地力の増進を図るための基本的な指針の策定
及び地力増進地域の制度について定めるとと
もに土壌改良資材の品質に関する表示の適正
化のための措置を講ずる。

実績評価（政策手段シート）

環境と調和のとれた持続的な農業生産体制の確立　

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

持続性の高い農業生産方式の
導入の促進に関する法律

－ －

エコファーマー制度についてのPR
（パンフ等）を行うなどの取組の結
果、平成17年度において、新たに
24,749件（17年4月～18年3月）のエ
コファーマーの認定を実施。

所得税・法人税の特例 － －
　税制特例の活用実績については
調査中。

バイオマスの環づくり交付金
・バイオマスの利活用の推進
（家畜排せつ物の適正管理量
の増加等）

14,381
の内数

　家畜排せつ物利活用施設等の共
同利用施設の整備をH17年度には
66地区で実施。

農畜産業振興機構畜産業振
興事業のうち
家畜排せつ物の管理・利用対
策

農林水産大臣が独立行政法
人ごとに定める｢中期目標｣の
達成

12,779

家畜排せつ物利活用施設等の個人
利用施設の整備をH17年度には977
地区で実施。
これにより、家畜排せつ物の利活用
の促進に寄与。

畜産環境総合整備事業
家畜排せつ物のたい肥化等に
よる年間処理量の増加量

7,246

家畜排せつ物の資源利用に資する
施設整備及び基盤整備を平成17年
度には60地区で実施。
これにより、家畜排せつ物の利活用
の促進に寄与。

農林漁業金融公庫資金のうち
畜産経営環境調和推進資金

－ －

家畜排せつ物処理施設の整備に当
たり、１７年度には9件の貸付を実
施。
これにより、家畜排せつ物の利活用
の促進に寄与。

② 地域環境保全型農業
推進方針策定市町村
率６３％

・家畜排せつ物利活用施設の整備、たい肥化
施設等の共同利用施設の整備等

中期目標を達成するための｢中期計画｣及び毎
事業ごとに定める｢年度計画｣に即した業務を実
施

家畜排せつ物処理施設及びたい肥の還元用
草地の整備等畜産環境の総合的な整備

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施
設の整備

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に
関する法律に基づく特定の農業機械の整備

たい肥による土づくりと化学肥料・化学合成農
薬の使用低減に一体的に取組む農業者（エコ
ファーマー）に対し、金融・税制上の特例措置
を講ずる。



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

分野の目標等

実績及び実績に対する所見

政策手段の内容

(関連する目標）

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

－ －

H16年11月の同法の本格施行を経
て、対象農家のうちの99.9%が同法の
管理基準に対応。
これにより、家畜排せつ物の処理施
設等が整備され、管理基準を満たす
生産体制が構築されていることから、
この法律の意義は高い。

家畜排せつ物法に基づく家畜
排せつ物処理施設の整備に対
する所得税・法人税等及び固
定資産税の特例

－ －

Ｈ17年度において、家畜排せつ物
処理施設の整備に対する所得税・法
人税の特例措置が109件、固定資産
税の特例措置が1,188件（18年3月
速報値）。
これにより、家畜排せつ物の処理施
設の整備が図られ、適切な家畜排せ
つ物管理の促進に寄与。

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に
関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ
物の処理の高度化を図るための施設の整備を
計画的に促進する措置を講ずることにより、家
畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
を図る。

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施
設の整備




