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平成20年度政策の実績評価書

評価実施時期：平成21年３月、６月 担当部局名：生産局総務課

評価書公表時期：平成21年７月

【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）持続的な農業生産体制の構築を図るため、たい肥の施用等による土づくりの推進を図るとともに、こうし

た持続的な農業生産に取り組む農業者の育成・増加を図る。
目標 ① 10a当たりのたい肥施用量（水稲）及びエコファーマー注１の認定件数

＜達成目標＞ <20年度目標値> <実績値> ＜達成状況＞
次の指標を満たす割合の平均を100％とする。 -38.5％（Ｃ）

(ア) 水稲の10a当たりのたい肥施用量 19年産の水稲の 19年産の水稲の -180％（Ｃ）
（平成24年度：168kg/10a） 10ａ当たりのた 10ａ当たりのた

い肥の施用量が い肥の施用量が
(基準値：平成18年度：84kg/10a 86㎏/10ａ（すう 72㎏/10ａ（すう

→目標値：平成24年度：168kg/10a) 勢値との差が5㎏ 勢値との差が△9
/10ａ） kg/10ａ）

統計調査「米及び麦類の生産費」により把握
する。なお、当該統計調査の公表は8月であり、
評価実施時期までに当該年度の実績値を把握
できないことから、前年度の実績値により評
価を行う。

(イ) エコファーマー認定件数 174,719件 178,622件 103％（Ａ）
（平成21年度：200,000件） （20年9月末現在）

(基準値から (基準値から
(基準値：平成15年度：47,766件 126,953件増加) 130,856件増加)

→目標値：平成21年度：200,000件)

＜目標達成のための主な政策手段＞
【強い農業づくり交付金のうち産地競争力の強化（環境保全） 24,914（34,067）百万円の内数】

たい肥の生産・流通施設などの持続的な農業生産に必要な施設の整備を推進。
【有機農業総合支援対策 457（54）百万円】

有機農業注2への参入促進、有機農業の普及啓発、有機農業に資する技術情報の提供及び土づくり等を総合
的に推進。

【土壌由来温室効果ガス発生抑制システム構築事業 521（0）百万円】
水田における稲わらすき込みからたい肥施用への転換の促進及び新たなメタン抑制技術の確立・実証・普

及の推進。
【農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金 2,986（2,986）百万円】

土づくりと併せて化学肥料注3や化学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負荷を
低減する先進的な営農活動を支援。

【地域バイオマス利活用交付金(家畜排せつ物利活用施設の整備) 11,129(14,346)百万円の内数】
家畜排せつ物のたい肥化やメタン発酵など高度利用によりその利活用を図るため、家畜排せつ物の利活用

に必要な共同利用のたい肥化施設等の整備を推進。
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＜目標に関する分析結果＞
(ｱ) 「たい肥の施用量」については、19年産の実績は72kg/10aと目標を達成していない。

この要因を分析するため、たい肥の施用量の減少が顕著であった東北、中国四国地方の農協及びたい肥セ
ンターに対しアンケート調査（155農協、79センター）を行ったところ、全体の38％の農協が18年産から19年
産にかけてたい肥の施用が減少していると回答しており、その理由としては、農家の高齢化等により労力を
要する作業が困難になっていること、米価が低水準でありたい肥を施用する費用がまかなえないことが上位
を占めていた。
一方で、生産費調査について詳細な分析を行ったところ、中国四国管内のＡ県の標本農家が自給きゅう肥

の施用量を大幅に減らしたことが（2.5ｔ/10aから1.4ｔ/10aに減少）、たい肥施用量の全国平均値の減少に大
きな影響を及ぼしていることが判明しており、これについては、たい肥の過剰な施用が是正された結果であ
り、土づくりの観点からは必ずしもマイナスに評価すべきものではないと考えられる。

(ｲ) 「エコファーマーの認定件数」については、20年９月末時点で178,622件とすでに目標を上回っており、
達成状況は「Ａランク」となった。これは、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
置の成果によるものと考えられるが、なかでも
① 環境問題に関する国民の意識の高まりを受け、生産者や生産者団体等においても環境と調和のとれた農
業生産に対する意識が高まっていること

② 近年の研究開発の成果等を踏まえ、持続性の高い農業生産方式注4を構成する技術を順次、追加してきた
こと

③ 19年度よりエコファーマーの認定を要件の一つとしている農地・水・環境保全向上対策が導入されてい
ること

の影響が大きい。
また、エコファーマー認定の効果を把握するため、エコファーマーが作成する持続性の高い農業生産方式

の導入に関する計画（以下、「導入計画」という。）の達成状況について都道府県に対して調査を行ったとこ
ろ、約９割の農家が、導入計画に即し、持続性の高い農業生産方式を導入しており、この結果、導入計画認
定前と計画期間終了後とを比較すると、
① たい肥の施用については、約１．５倍に増加するとともに、
② 化学肥料については４割程度、農薬については２～４割程度の低減が図られており、
農業生産活動に伴う環境への負荷は着実に低減していることが明らかとなった。
さらに、全国レベルでの化学肥料、農薬の使用量をみても環境保全型農業の進展のみならず、少量でも防

除効果の高い農薬の開発等の影響も大きいものの、この20年間で単位面積当たりの使用量は化学肥料で１割、
農薬では４割程度減少している。
なお、特別栽培農産物注5や有機農産物注6の栽培等、環境負荷の大幅な低減に資する先進的な取組については、

「労力がかかる」「技術が安定するまでの間は収量が減少したり、品質が低下する」ことや、「生産コストに
見合う販売価格の確保が難しい」こと等を背景としてその実施割合は低く、全体から見れば依然として点的
な取組にとどまっている現状にある。

＜改善・見直しの方向性＞
(ｱ) 上記分析結果のＡ県のように自給きゅう肥を農地に過剰に施用しているケースにおいては、その施用量を
減らす（適正化）ことは環境に対する負荷を軽減する効果を有するが、現在の「たい肥の施用量を増やす」
という目標の下では、こうしたたい肥の施用量の適正化の取組が適切に評価されない。
このため、「水稲の10a当たりのたい肥の施用量」を指標とするのではなく、「水稲栽培面積に占めるたい肥

施用面積の割合」を新たな指標として目標を設定することとする。なお、上記農協に対するアンケート調査
では、今後のたい肥の施用量について、40％の農協が特別栽培の増加、化学肥料の価格高騰等を背景に増加
すると見込んでおり、減少すると回答した農協を上回っていること、また、化学肥料の価格高騰に対応し、
資源循環型の生産体制の確立が急務となっていること等から、たい肥の施用を倍増するとの基本的な考え方
は変更しない（水稲栽培面積に占めるたい肥施用面積の割合：18％（H20）→36％（H24））。

たい肥は作物の生産機能のみならず、炭素貯留、物質循環、水・大気の浄化など、農地土壌が有する環境
保全機能の発揮に重要な役割を果たしていることから、
① たい肥散布機械やたい肥の取扱性を向上するペレット化設備等たい肥の生産・流通・散布に係る施設・
機械等の導入支援

② 水田における稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進
③ たい肥の施用を通じた土壌への炭素貯留に係るモデル実証及び土壌の炭素貯留機能に係る農業者・消費
者に対する普及啓発活動

④ たい肥の活用による化学肥料の使用の低減など施肥体系の転換
等について総合的に取り組むことにより、効率的・効果的な施策の推進を図っていくこととする。
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(ｲ) また、エコファーマーの認定については、着実に増加しているものの、今後、こうした環境保全型農業に
取り組む農業者の一層の拡大やレベルアップを図っていくためには、コスト・労働時間の増加や収量・品質
の低下を抑制する技術体系の確立及びその普及、消費者の理解の下、生産コストに見合う価格での取引を推
進していくことが重要である。

さらに、近年、地球温暖化対策が重要な課題となる中で、農業が有する環境保全機能の向上等を通じた地
球温暖化の防止等の観点から、環境保全型農業を積極的に推進することが今日的な課題となっている。
これらの課題に的確に対応するため、従来の化学肥料や農薬による環境負荷の軽減に重点を置いてきた環

境保全型農業の位置づけについて、環境に対する農業の公益的機能（プラスの機能）を高めていくという視
点を明確化した上で、
① エコファーマーの全国ネットワーク整備による、情報の共有化及び技術の向上
② 表示を通じた的確な情報提供や環境保全型農業の取組により生産された農産物を購入することにより環
境保全に貢献するという意識の醸成のための普及啓発

③ 地球温暖化防止や生物多様性の保全等に効果の高い多様な営農活動のモデル実証
等について総合的に取り組むことにより、効率的・効果的な施策の推進を図っていくこととする。

【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系を構築することが重要である。
今般の施策の分析により明らかになったたい肥の施用量の低減要因を踏まえ、21年度の政策評価の指標とし

て「水稲栽培面積に占めるたい肥施用面積の割合」に変更することは適正であると判断する。
今後は、地球温暖化防止や生物多様性の保全等にも資する農業生産方式の導入促進を図っていくことが重要

となっていることから、農業環境規範注7の普及・定着や持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための施
策と併せ、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、技術指針の策定
や技術指導の促進等により、家畜排せつ物の有効利用等による土づくりの推進を図り農業生産活動に伴う環境
への負荷の低減のみならず、農地土壌による炭素貯留など農業が有する多様な環境保全機能の向上を図ってい
く必要がある。
なお、「水稲の10a当たりのたい肥施用量」については、19年度の実績値が目標値を下回り、達成ランクはＣ

となった。このため、この達成目標の達成のために講じている政策手段について、必要性、有効性、効率性の
点で十分であったかどうかについて、詳細な分析を行う必要がある。

【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
21世紀新農政2008 H20.5.7 Ⅲの２の（１） 農林水産分野における地球温暖化対策の強化
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【政策評価総括組織（情報評価課長）の所見】
環境と調和のとれた持続的な農業生産体制への転換を図るためには、農業者が環境保全に向けて最低限取り

組むべき規範を定めている農業環境規範の普及・定着を図るとともに、たい肥等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り組む農業者（エコファーマー）の認定を促進する必要がある。
また、環境保全機能の向上に高い効果を有するたい肥の施用量は、畑作と比べ、水稲において減少が顕著で

あることから、水稲について、たい肥施用による土づくりを推進していく必要がある。
このため、本政策分野では、「水稲の10ａ当たりのたい肥施用量及びエコファーマーの認定件数」を目標とし

て設定している。目標に対する達成状況をみると、エコファーマーの認定件数については、着実に増加してい
る一方、水稲10ａ当たりのたい肥施用量については、目標値を下回り、達成状況がＣランク（有効性に問題が
ある）となった。このため、この指標に関係する政策手段について、手段別評価を実施し、その評価結果を踏
まえ、問題のある政策手段については、廃止を含めて抜本的に見直す必要がある。
なお、環境保全型農業の公益的機能として、適切なたい肥施用による農地土壌への炭素貯留機能や生物多様

性の保全等が重要となっており、今後、これらの多様な公益的機能について、より適切に評価する手法を検討
されたい。

【政策評価会委員の意見】
・ たい肥の施用量の達成率とエコファーマーの認定件数の達成率を合算して平均を取り、それを目標全体の達
成状況に用いているが、両指標には関係がないため、それぞれ分けて評価すべき。（長谷川委員（第１回））

・ たい肥の施用量が減ったことに対する要因・分析が甘いので、もっと分析を深めるべき。また、それに伴っ
た反映の方向性を示すべき。（合瀬委員、長谷川委員、野中委員（第１回））

・ 耕種農家に利用されるたい肥になるためには、品質も重要なので、施用量だけでなく、品質に関する目標を
加えてはどうか。（澤登委員（第１回））

・ エコファーマーが増えているが、増えることによって何が良くなったか、何が変わったのか、食の安全・安
心にどのような影響があったのかなどを教えてほしい。（田中委員（第１回））

・ エコファーマーの認定制度は、農家側が資材の過剰投入に気づいた時期に開始されたこともあり、初期に認
定を受けた農業者については一定の成果が出た。これから先どのように推進していくかが課題。（澤登委員（第
３回））
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（別紙）
１ データ、資料等

目標①10a当たりのたい肥施用量（水稲）及びエコファーマー認定件数
＜目標設定の考え方＞

今後の環境保全型農業については、農業生産活動に伴う環境負荷を低減するといった視点に加え、農業が有
する環境保全機能（環境に対するプラスの機能）を向上するといった視点が重要である。
たい肥の施用は、土壌炭素の貯留を通じた地球温暖化の防止、有機性資源の循環利用の促進等の環境保全機

能の向上に高い効果を有する一方で、その施用量は低下傾向にあり、今後、たい肥施用による土づくりを推進
していくことが、環境保全型農業の推進にとって最も重要な課題である。このため、たい肥の施用量を指標と
して評価を行うこととし、特に、近年、たい肥施用量の減少が顕著で、かつ畑と比べてたい肥施用量が低い水
準にある水稲について、たい肥施用量を増加させることを目標とする。

具体的には、今後新たに認定を受ける水稲栽培を主とするエコファーマー（平成18年度の実績より毎年約１
万５千人が認定され、その平均経営面積は2.1haと推計。）のうち、これまでたい肥の施用を行っていない農業
者（土壌環境基礎調査から水稲農家の約８割と推計）によるたい肥の施用を推進することにより、平成24年度
におけるたい肥の施用量を平成18年度のたい肥施用量（84kg/10a)の２倍（168kg/10a)に増加させることを目
標とした。

※ １万５千人×５年間×８割×2.1ha×10t/ha÷170万ha≒約80kg/10a

また、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に基づき、たい肥等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り組む農業者（エコファーマー）の認定件数200,000件についても、目標として設
定する。
※ エコファーマーの認定件数については、アウトカム目標ではないものの、環境保全型農業の推進にとって妥当な指標であるとの意見があ

ったことから、引き続き目標として設定。

＜目標値と実績値の推移＞

(ア) 水稲の10a当たりのたい肥施用量

※ 平成18年は実績値である。

（把握の方法） 「農業経営統計調査報告 米及び麦類の生産費（農林水産省統計部）」の原単位量（米
を生産するのに要した肥料等生産資材の消費数量等の物量）で達成状況を把握する。

なお、たい肥等とは、調査区分における、「たい肥・きゅう肥注8」、「自給たい肥」、「自
給きゅう肥」を合計したものとする。

○水稲におけるたい肥等の施用量の推移
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(イ) エコファーマー認定件数

（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（％）＝（(ア)の達成率＋(イ)の達成率）÷２

(ア) 水稲の10a当たりのたい肥施用量
達成率(％) = (当該年度実績値－当該年度すう勢値（81kg/10a))

÷(当該年度目標値－当該年度すう勢値（81kg/10a))×100
(イ) エコファーマー認定件数

達成率(％) = (当該年度実績値－H15基準値(47,766件))
÷(当該年度目標値－H15基準値(47,766件))×100

【参考データ】
１．東北、中国四国地方の農協及び堆肥センター等に実施したアンケート調査

①水稲におけるたい肥施用の動向（農協）

②水稲におけるたい肥の施用が減少した要因（農協：複数回答）

資料：農業環境対策課調べ

調査対象は、東北、中国四国地方の全155農協（回収率79％）、及び、各県５ヶ所以上のたい肥センター（79センター）
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注：たい肥施用が減少したと回答した農協数に占める割合

たい肥施用は増加 たい肥施用は減少 変化なし

平成18年産→19年産 18% 38% 44%

今後の見通し 40% 33% 26%

（参考）
水稲以外の作物における今後の見通し

47% 16% 37%
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２．家畜排せつ物たい肥を利用したくない理由（複数回答）

資料：家畜排せつ物たい肥の利用に関する意識・

意向調査結果（農林水産情報交流ネットワ

ーク事業全国アンケート調査平成17年1月19

日公表）

３．環境に配慮した農産物の生産に当たっての問題点に関する農業者の意識（複数回答）

資料：農産物の生産における環境保

全に関する意識・意向調査結

果（農林水産情報交流ネット

ワーク事業全国アンケート家

調査平成18年2月2日公表）

４．有機農業に取り組む上で必要な条件に関する農業者の意識・意向（複数回答）

資料：有機農業をはじめとする環境保全型農業に関する意

識・意向調査結果（農林水産情報交流ネットワーク

事業全国アンケート家調査へ性19年11月2日公表）

５．化学肥料注4施用量の推移 ６．化学農薬施用量の推移

資料：ポケット肥料要覧、耕地及び作付面積統計を基に作成 資料：農薬要覧、耕地及び作付面積統計を基に作成
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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、たい肥の施用等の土づくり技術、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 有機農業

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基

本として、農業生産に由来する環境への負荷を出来る限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業。

注３ 化学肥料

化学的工程により製造された肥料。

注４ 持続性の高い農業生産方式

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規定された、たい肥の施用等の土づくり技術、

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農業生産の方法。

注５ 特別栽培農産物

それぞれの地域で慣行的に行われている栽培に比して、化学合成農薬の使用回数が５割以下であり、

かつ、使用される化学肥料の窒素成分量が５割以下で栽培された農産物。

注６ 有機農産物

たい肥等で土づくりを行い、種まき又は植え付けの前２年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用し

ていない田畑で栽培した農産物。遺伝子組み換えの種苗は使用せず、栽培中も禁止された農薬、化学肥

料は使用しない。

注７ 農業環境規範

食料・農業・農村基本計画において「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

体の在り方を環境保全環境保全を重視したものに転換することを推進する」との考え方が盛り込まれた

ことに基づき、農業者が環境と調和のとれた農業生産を行うための基本的取組をまとめた「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。

注８ たい肥・きゅう肥

様々な有機物質を原料とし、好気的発酵によって腐熟させ、成分的に安定化し施用に適する性状にし

たもの。本来は、わら類、落ち葉、野草などをたい積し発酵させたものをたい肥、家畜ふん尿を主原料

とするものをきゅう肥と呼んで区別していたが、現在では様々な有機物質が原料として用いられるよう

になり、たい肥化・発酵させたものは原料のいかんに関わらずたい肥と呼ぶことが多い。

（注）農林水産省政策評価基本計画

http://www.maff.go.jp/j/assess/pdf/kihonkeikaku.pdf


