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平成18年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成１９年７月 担当部局名：生産局総務課

【施策名】
環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換 政策体系上の位置付け Ⅲ－⑥

【施策の概要＜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。

【施策に関する目標】
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
エコファーマー注１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。
このように、自然循環機能を高めつつ、環境保全を重視した農業生産への転換を進めることにより、消費者
の国内産農産物への支持を高める。
目標 ① 持続性の高い農業生産方式を導入した認定件数（エコファーマー）

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
エコファーマー認定件数 124,156件 127,266件 104.1％（A）
（平成21年度：200,000件）

＜目標に関する分析結果＞
これまでの普及啓発活動、都道府県による指導・助言、支援措置の成果に加え、環境問題に関する国民の関
心の高まりを受け、生産者や生産者団体等においても環境と調和の取れた農業生産に対する意識が高まってい
ることが目標達成の一因であると考えられる。
さらに、平成 19 年度より導入する農地・水・環境保全向上対策のうち、営農活動支援においては、生産性
との調和を図りつつ、化学肥料、化学合成農薬の低減を推進する観点からエコファーマーを要件としており、
このこともエコファーマー増加の一因であると考えられる。
なお、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画（《用語解説》の注１を参照。以下「導入計画」という。）
の実施状況については平成 18年度中に導入計画の終期を迎えたエコファーマーから無作為抽出した 396計画
について実績を調査したところ、ほぼ全てのエコファーマーで持続性の高い農業生産方式が導入されており、
目標に対して８割以上達成している割合は、持続性の高い農業生産方式の導入面積目標で 72 ％、化学肥料の
低減で 83％、化学合成農薬の低減で 66％であった。
この調査結果から、導入計画に即した技術導入がエコファーマーにより進められていること、また、化学肥
料及び化学合成農薬の低減についても、多くの場合で成果を上げていることが認められた。なお、化学肥料に
ついては、技術の導入により使用量の低減が進んでいるものの、化学合成農薬については、気象条件や害虫の
発生などにより、やむを得ず導入計画の値を超えて使用している場合が認められたことから、今後、技術の導
入効果を確実にするため、よりきめ細やかな指導、助言等を行う必要がある。
＜改善・見直しの方向性＞
環境と調和のとれた持続的な農業生産活動をさらに推進するため、引き続き、エコファーマーの認定を促進
することとする。
また、平成 19 年度からは、地域でまとまって化学肥料、化学合成農薬を大幅に低減する等の取組を支援す
る農地・水・環境保全向上対策を実施しており、環境負荷の大幅な低減を図る先進的な取組の拡大を図ること
とする。
さらに、有機農業の推進に関する基本的な方針に基づき、技術の確立・普及など有機農業の推進に努めるこ
ととする。
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。
このように、自然循環機能を高めつつ、環境保全を重視した農業生産への転換を進めることにより、消費者
の国内産畜産物への支持を高める。
目標 ② 家畜排せつ物の地域内利用の計画的な推進

＜達成目標＞ <18年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
地域環境保全型農業推進方針策定市町村率注２ 50％ 50.8% 126.7％（A）
（平成22年度：64％）
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＜目標に関する分析結果＞
地域環境保全型農業推進方針策定市町村率については、
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
等の政策手段を講じたことが、市町村率の向上の一因であると考えられる。
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。
なお、家畜・家きんの飼養数が減少傾向にある中、肥料取締法に基づく届出注３をした特殊肥料の生産業者（届
出生産者）が生産した家畜排せつ物由来のたい肥等注４の生産量は、地域環境保全型農業推進方針の策定が始ま
った翌年の平成 7 年から平成 17 年までの間に 2.2 倍程度注５となっており、家畜排せつ物の有効利用が進んで
いることが伺える。
また、農林水産省の後援による「環境保全型農業推進コンクール」注６の平成 18年受賞事例において、
① 地域内で畜産農家と耕種農家で利用可能な、共同利用たい肥化施設を整備
② たい肥を施用した農作物を、地域ブランドとして直売所等で販売
③ たい肥を施用した農作物を、学校給食への食材提供や食育活動
等のたい肥の有効利用やたい肥の利活用を通じた地域社会の活性化の事例が、75 ％を占めるなど、地域レベル
における取組が盛んであることが思料される。
＜改善・見直しの方向性＞
今後とも、地域環境保全型農業推進方針の策定を推進するとともに、たい肥需給情報のネットワーク化や耕
種農家のニーズに合ったたい肥生産を進めるなど耕畜連携の強化を図り、家畜排せつ物の利活用の推進を図る
こととする。

【施策に関する評価結果】
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ことが重要である。
このような中、エコファーマー認定件数及び地域環境保全型農業推進方針策定市町村率については、目標を
上回った。今後とも、農業環境規範の普及・定着や持続性の高い農業生産方式を導入する施策を講ずるととも
に、たい肥の利活用の推進に役立つたい肥生産技術の普及やモデル的な取組への助成等により家畜排せつ物の
有効利用を図ることにより、農業生産活動に伴う環境への負荷を低減する必要がある。
なお、両目標については、施策の効果を具体的な環境負荷低減効果として把握できるよう、平成 19 年度以
降、化学肥料、化学合成農薬の使用量低減等の目標に改めることを検討する。

【施政方針演説等内閣の重要方針及び食料・農業・農村基本計画における位置づけ】
関係する施政方針演説等 年月日 記事事項（抜粋）
食料･農業･農村基本計画 H17.3.25 第１の２の(４) 環境保全を重視した施策の展開

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

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であるが、エコファーマー認定制度についてはその計画実施状況に加え、環境負荷軽減
効果についても分析しつつ、引き続き推進を図るべきである。また、現在、エコファーマー制度以外にも農業
環境規範や農地・水・環境保全向上対策、GAP 手法など、環境保全型農業の推進に関する様々な施策が存在
していることから、これらの政策とも効果的に連携しつつ、環境保全を重視した農業生産への転換を進める必
要がある。
地域環境保全型農業推進方針の策定については、今後ともたい肥の利活用の推進に役立つたい肥生産技術の
普及やモデル的な取組への助成等により、施策の効果をより高めるよう取組を推進する必要がある。
なお、各取組が全体としてどのような環境負荷軽減効果をもたらしているかについて、たとえば化学肥料や
化学合成農薬、たい肥等の利用状況等の定量的で明確な指標に見直すべきである。

【政策評価会委員の意見】
・ エコファーマーの生産物であることが消費者に明確に分かるような仕組みを推進するべきではないか。（長
谷川委員）

・ 認定制度というものは、認定する者の責任が非常に重い。エコファーマーを認定した後、その実施状況を
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きちんとフォローする仕組みがないと、何か事件が起きた際に制度自体が非常に不信感を持って見られるの
ではないかと懸念している。（田中委員）

・ 現場にとってはエコファーマーになること自体は付加価値というより、むしろ認定されていて当たり前と
いう時代である。生産物に付加価値をつけるためというよりも、環境保全型農業を推進していくのだという
姿勢そのものが重要ではないか。（永石委員）

・ エコファーマー制度の効果について、例えば地下水の調査で化学肥料や農薬がどれだけ減ったかといった
指標を検討してはどうか。（永石委員）

・ エコファーマー制度については、GAP など環境保全型のほかの取組とも合わせて全体として環境と調和の
とれた持続的な農業生産体制に発展させていくべきではないか。（八木委員）

・ 現場では、減農薬や減化学肥料による農産物は、直売所だけでなくスーパー等においても差別化商
品として売られているのも事実であり、それをいかにうまく施策としてバックアップしていくかが課
題だと思う。（八木委員）



⑥－ 4

（別紙）

１ データ、資料等

目標①エコファーマー認定件数 200,000件（平成 21年度）
＜目標設定の考え方＞

「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、平成 21年度のエコファーマー認定件数 200,000件を目標値として設定する。
なお、エコファーマーとしての認定を受ける際に立てた「持続性の高い農業生産方式の導入計画」（《用語
解説》の注１を参照）の終期を平成 18 年度中に迎えたエコファーマーの一定数を対象に都道府県を通じて
調査を行い、計画に基づく持続性の高い農業生産技術の導入状況や化学肥料、化学合成農薬の使用の低減状
況について調査・分析を行うこととする。

＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）都道府県を通じた調査で達成状況を把握する
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

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

104.1%=（127,266－ 47,766）／（124,156－ 47,766）×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率 64％（平成 22年度）
＜目標設定の考え方＞
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。
市の合併の特例に関する法律が平成 7 年に改訂され、平成 16 年度末までに合併手続きを完了した場合（当該
手続きにより合併は、平成 17 年度末までに行われる。）に行財政面での支援を行うこととしたことに伴い、
市町村合併が 17年度末までに大きく進んだことから（平成 10年度末 3,232→平成 17年度末 1,821）、合併後
の市町村における計画策定数を再度調査・確認し、目標を見直した。具体的には、平成 27 年度までに家畜が
一定頭羽数以上飼養されている市町村の全てに推進方針が策定されると考え、平成 17 年度（全市町村に占め
る割合 47%）から平成 27年度（全市町村に占める割合 80%）まで直線的に増加すると考えて算出される、平
成 22年度時点の全市町村に占める割合 64％を目標値として設定したところ。
なお、分析に当たっては、地域環境保全型農業推進方針を策定した市町村について、実際にどの程度たい肥
の利用が促進されたのかなどの分析を事例的に行うこととする。
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＜目標値と実績値の推移＞

（把握の方法）都道府県を通じた調査で達成状況を把握する
＜目標達成状況の判定方法＞
農林水産省政策評価基本計画第５の１の（３）のカの①に示すとおり。

（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

（本年度の達成率）
126.7%=（50.8－ 47）／（50－ 47）×１００

２ 用語解説

注１ エコファーマー

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（以下「持続性の高い農業生産計画」とい

う。）を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者。

注２ 地域環境保全型農業推進方針

地域の実情に応じて、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土作

り（家畜排せつ物の利用等）等を通じて、化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した

持続的な農業の方針を地域として示すもの。

注３ 肥料取締法に基づく届出

特殊肥料（動物の排せつ物、動物の排せつ物の燃焼灰、たい肥は特殊肥料に分類される。）の生産

業者は、肥料取締法第 22 条に基づき、都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。特殊肥
料に係る事務は自治事務であることから、肥料取締法に基づく届出をした特殊肥料の生産業者の生産

量のデータは、国が都道府県に依頼して把握・集計を行っている。

※ 「生産業者」とは、肥料取締法第 2条第 4項により、「肥料の生産（配合、加工及び採取を含む）
を業とする者」と規定される。

※ 「業とする者」とは、生産、輸入又は販売行為を反復継続する意志を持って行う者を指す。例え

１回の行為であっても反復する意志を持って行われるときは、業とする者として取り扱われる。

利 益を得ることを目的としているかどうかは問われない。

※ 自給肥料等の生産量は把握できないことに注意。

注４ 家畜排せつ物由来のたい肥等

家畜排せつ物（牛ふん、豚ふん、家きんふん）、家畜排せつ物の燃焼灰（牛ふん、豚ふん、家きん

ふん）、たい肥（牛ふんたい肥、豚ふんたい肥、家きんふんたい肥）を指す。
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注５ 2.2倍程度

家畜排せつ物由来のたい肥等とそれ以外のたい肥等に区分して調査を実施している都府県につい

て、平成 17年と平成 7年の生産量を比較したもの。

注６ 環境保全型農業推進コンクール

環境保全型農業の確立を目指し、意欲的に経営や技術の改善に取り組み、農村環境の保全活動を通

じて、環境保全と農業に対する国民の理解を深めるとともに、地域社会の活性化につながる環境保全

型農業の面的拡大に資することを目的として、環境保全型農業推進会議が開催するもの。

環境に配慮した農業技術（土づくり励行等）や、家畜排せつ物のリサイクル利用の実践と工夫等に

取り組んだ農業者、農業集団、農業団体、自治体等を審査し表彰している。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20070402press_1b.pdf



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

40,506
の内数

　環境保全型農業技術の導入促
進、有機農産物等の生産体制の確
立等への支援を実施。

独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構農業機械
化促進業務勘定運営費交付
金等

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

1114
の内数

農林水産大臣が定める中期目標を
達成するため、Ｈ１８年度計画を着
実に実施。

新たな農業生産環境施策確立
調査事業

農地・水・環境保全向上対策
のうち営農活動への支援の具
体化

40

　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し、制度の
構築に寄与した。

ＩＴ活用型営農成果重視事業
大幅な環境負荷低減効果を
実現するＩＴ活用型営農の構
築

95

モデルとなる５つの地区において数
値目標を設定し、IT技術を活用した
システムの構築に向けた技術の導
入・組合せ等の実証を実施。
１８年度は、事業の初年度であり、
「IT活用型営農」構築の途中段階で
あるが、今後技術が確立され、担い
手普及していくことにより、経営の効
率化、環境負荷の低減に寄与するも
のと思料。

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への転換　

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）

① エコファーマー認定
件数200,000件 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、土壌・土層改良等の整備に関する支援を
実施

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

農地・水・環境保全向上対策の骨格に即し、営
農活動への支援を具体化するため、農業生産
活動における環境負荷低減の取組の実態を把
握するための追加調査を実施するとともに、モ
デル地区での交付手続きのシミュレーション等
を実施

精密農業技術の効果的な導入・組合せによる
大幅な環境負荷低減効果を実現するＩＴ活用型
営農を構築
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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）

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。

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18年度において、新たに
34,870件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）

14,346
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H18年度に29
地区で実施。これにより、家畜排せ
つ物の利用の促進に寄与。

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

12,689

家畜排せつ物利活用施設等の個人
利用施設の整備をH18年度に839地
区で実施。その他、関連した知識の
普及・啓発等の事業を実施。
これにより、家畜排せつ物の管理の
適正化及び利用の促進に寄与。

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

4,885

環境保全及び飼料自給率の向上に
資する取組を行うため、H18年度に
おいて酪農経営7,735戸に対し事業
を実施
これにより、環境と調和した酪農経営
の確立の促進に寄与。

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

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。

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。

② 地域環境保全型農業
推進方針策定市町村
率６４％ ・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
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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）

酪農飼料基盤拡大推進事業 － 5,446

家畜排せつ物処理施設の整備に当
たり、１８年度には２戸の貸付を実
施。
これにより、家畜排せつ物の利活用
の促進に寄与。

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

－ －

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。

家畜排せつ物の管理の適正化
及び利用の促進に関する法律

－ －

Ｈ18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9件、固定資産税
の特例措置が772件。
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。

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

－ －

Ｈ18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９件、固定資産税
の特例措置が772件。
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

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物処理施
設の整備

一定以上の飼料基盤を有し、環境保全及び飼
料自給率の向上に資する取組を行う酪農経営
を営む生産者に対し、飼料作付面積に応じた
奨励金を交付することで、自給飼料の生産基
盤拡大、資源循環型酪農経営の確立に資す
る。

⑥－9


