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○西郷環境バイオマス政策課長  お待たせいたしました。ただいまから第4回食料・農業・農村政策審

議会企画部会地球環境小委員会を開催いたします。 

 本日は、亀山委員、栗山委員、寺島委員、林陽生委員が所用によりご欠席となってございます。 

 本日は、「今後の環境保全型農業に関する検討会」の座長代理を務められていらっしゃいます、秋田

県立大学の松本聰特任教授にお越しいただいております。後ほどプレゼンテーションをお願いしてござ

います。 

 それでは、開催に当たりまして、白須事務次官から一言あいさつをいただきたいと存じます。 

○白須事務次官  事務次官の白須でございます。今回は、企画部会の第4回になるわけでございます、

地球環境小委員会開催ということでございます。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中ご出

席を賜りまして、心から御礼を申し上げる次第でございます。 

 今年、もうご案内のとおりで、北海道で洞爺湖サミットが開催されるということでございまして、洞

爺湖サミットでは、我が国の農林水産業の発展が地球環境問題の解決に貢献できるということを世界に

発信する大きなチャンスであると考えているわけでございます。 

 またさらに、2050年までに世界全体でＣＯ２の排出量を半減させる、こういう目標が打ち出されてい

るわけでございまして、我が国が率先してこれを実行いたしまして、リーダーシップを発揮できるよう

に、森林吸収源と同様に、地球温暖化防止に果たす農地の役割ということにつきまして早急に国内での

議論を進めまして、国際交渉に打ち出していきたいというふうに考えているわけでございます。 

 委員の皆様方におかれましても、これまで大変ご熱心にご議論いただいておりますが、今回もひとつ

忌憚のないご意見を賜りまして、しっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っているわけで

ございます。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 

○西郷環境バイオマス政策課長  ありがとうございました。 

 それでは、以降の議事進行につきましては林座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上

げます。 

○林座長  それでは、早速、審議に入りたいと思います。 

 本日は、2つの検討状況をお話ししていただいた後に、それに対して、また事務局のほうからご説明い

ただき、その3つの報告の後にご自由に論議していただきたいというふうに思います。 

 初めに、「農業農村整備における地球温暖化対応検討会」の座長を務めておられます渡邉委員から、

その検討状況についてご報告をいただきます。 

○渡邉委員  渡邉でございます。これから私がご説明申し上げます報告は、農村振興局に設けられま

した局長の私的な検討会の検討結果のご報告でありまして、私がこの検討会のとりまとめを担当しまし
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たが、たまたまここの小委員会委員でありますので、その要点をこれからご説明させていただきたいと

思います。 

 お手元に配られております資料1－1を使ってご説明申し上げたいと思いますが、資料1－2がその報告

の本文です。後ろに参考として、検討の過程で使いました、あるいは参考にしました図表を添付してい

ただいておりますので、それは後ほどごらんいただきたいと思います。 

 それでは、資料1－1に従いましてご説明申し上げます。初めに目次がありますが、これは今から私が

お話しする目次でもありますし、報告の基本的な流れになってございます。 

 1ページをみていただきます。ご承知のように、昨年にＩＰＣＣの第4次評価報告書が出ましたし、温

暖化にかかわるいろいろな調査結果が出てきた時点で、農村振興局に先ほど申し上げた検討会が設けら

れて、昨年の秋に5回にわたって有識者の方を交えて議論しました。 

 右の枠内に、委員として参加したメンバーのリストがありますが、それぞれの分野の専門家をお招き

して議論をしたということでございます。いうまでもなく、ここで対象としています農業農村整備の対

象は、農地や農業用水、あるいは関連する土地改良施設、それらを支える農村のさまざまな仕組みとい

うことです。これは農業生産あるいは生活の基盤でありまして、こういうこと全般に温暖化のいろいろ

な影響がこれから出てくるし、あるいはさまざまな緩和策をとらないといけないだろうと考えられ、そ

ういう状況に応じて、これらの基盤にかかわるものについての、基本的なこれからの対応を検討しない

といけないだろうという趣旨で設けられた検討会でございます。 

 ここに書いてございますように、そのようないろいろな状況の変化に対応して、かつ今申し上げたよ

うな基盤の持つ機能を有効に利用するという視点に注目して、これからどういうふうにしていったらい

いか、対応策あるいは緩和策、あるいは関連する国際貢献について検討したものでございます。 

 基本的に、農村振興局でこれからお考えいただくべきことの展開方向をとりまとめたものでありまし

て、おおむね遅くも5年以内には取り組みを開始すべき事項を、つまりメニューですが、スタートに当た

りまして漏れなく取り上げるというような基本的な方向で検討をいたしました。 

 2ページ以降の、具体的なポイントをご説明したいと思います。そもそも温暖化によって農業・農村へ

どういう影響が出てくるかということについては、ご承知のように、まだまだ不確定な要素がたくさん

あるわけです。したがいまして、これから監視、モニタリングや観察をしながらいろいろなことをしな

いといけないと思いますが、基本的には、一番上の○に書いてございますように、気温だけでなく地域

全体の水文や水循環ですとか、水資源にかかわるところでも随分大きな変化が起こって、それは農業・

農村へ大きな影響を及ぼすだろうと考えられます。 

 気温の上昇などは、作物の生理・生育に直接影響を及ぼして、栽培の適地あるいは適期など、広い意
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味での作付体系の変化が生じる可能性があります。このようないろいろな変化に対応して、いろいろな

影響のもとを緩和する意味からも、用水利用を活用した対応策などさまざまな対応が必要だろうと考え

られます。これがスタート時点での基本的な状況の整理でございます。 

 その下に、一般的に報告されている状況や見通し、あるいはそれが農業・農村へどういう影響をもた

らすかというようなことを簡単に整理しておりますが、農業への影響も、気温が上昇することと、雨の

強度や量など、雨のパターンが変わること、それから海面上昇、こういうことが農業へ影響を及ぼすと

考えられますし、さまざまな農村における現象へも影響を及ぼすと考えられます。 

 これに対して、農業農村整備においてはどんなことを考えていったらいいかの基本的な考え方を整理

したのが次の3ページであります。そもそも先ほど申し上げたような役割を農業農村整備は果たしており

ますから、まず始めに今後も食料の安定的な供給あるいは地域の環境保全ということからも、農地、農

業用水、土地改良施設の機能を保全していくことが重要だと考えられます。これが基本的なポイントで

ありまして、そのために、そこで起こる影響、あるいはそこでとらないといけないことを検討したとい

うことであります。 

 それから、2番目の○に書いてありますが、農業生産の活動がさまざまな形で変化していくだろうと思

われますので、それに対応して、水管理だとか施設整備あるいは維持管理のあり方を変えていかないと

いけない、何らか対応をとらないといけない、こういうことは大事だろうということが2番目のポイント

です。 

 3番目は、今申し上げました対象に対して、従来の農業生産活動の範疇を超えて活用することが、温暖

化の防止や影響への適応に対して貢献することが可能だということで、これを貢献策とここでは名づけ

て、その取り組みについても整理しました。左下に基本的な構造を整理しましたが、一般的影響に対す

る対応策と、先ほど申し上げたような対象の中で、温暖化効果ガスの排出を削減することを図る緩和策、

さらに、先ほどいいましたように、農業生産活動の範疇を超えて何かできることとしての貢献策があり

ます。これら適応策、緩和策を車の両輪のように動かして、さらに貢献策で駆動力を高めまして、上に

書いてありますように、さまざまな営農の変化や営農による対応を支える基盤をさらに充実していく方

向で検討するのが重要ではないかと考えております。 

 4ページ以降が、具体的にこれからの方向性を整理したものです。まず始めに、温暖化による影響自体

よくまだわからないものですので、これをこれから把握していくこと自体が課題であるということが1番

目です。 

 それで、変化を把握して影響を予測するためには、それぞれ手法が必要ですので、その手法を開発し

ていくこと自体が大きな課題としてあると思います。その例を、農地への影響、農業用水への影響、土
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地改良施設への影響、気温の上昇、雨の変化、海水の変化というような形で整理しております。例えば、

気温が上昇して農地が乾燥して畑地かんがいなどで必要水量が増大する、あるいは水田地域でも変化す

ると予想されます。そのときに雨の降り方や積雪の量が変わっておりますので、必要なかんがい水量が

供給できるのかというような問題が生じる可能性があります。どのような事態になるかの把握が必要だ

ろうということです。あるいは海面上昇に伴っては、沿岸地域で排水不良が起こったり、塩水の浸入等

が起こったりするような影響も考えられます。こういうことの把握自体が、つまり影響の評価をするこ

と自体が課題であるということでございます。 

 5ページ以降は、先ほど申し上げました適応策、緩和策、貢献策、そして国際貢献の具体的なメニュー

を整理したものであります。 

 5ページは、適応策の展開方向を整理したものでありまして、先ほど申し上げたこととも関連しますが、

まず第1に、どういう地域やどういう季節にまず影響が現れるのかという把握が必要で、そういうところ

からアクションを始める必要があると考えます。 

 特にどういう事態が起こっていくかということのモニタリングが大事で、それに対応したアクション

が必要です。下に大きな図がありますが、順応的に対応していくことが必要で、左の緑の枠に書いてあ

りますように、どういうことがどういうふうに起こっていくのか、温暖化の進行自体あるいはそれに伴

う影響自体がどういうふうに進行していくのかということの把握が必要だということです。それに対し

て、例えば水管理だとか栽培の技術などで対応していくような部分がありますが、順応型のような適応

がなされるだろうと思います。それでも間に合わないときは、何らかの施設の機能を改善するとか、さ

まざまなアクションが必要になります。アクションの結果起こることと、温暖化の進行の状況をさらに

よくみて、また変えていかないといけない。こういう順応型の対応、アダプティブ・マネジメントとい

えると思いますが、こういう基本姿勢が重要ということです。 

 6ページは、さらにそれの具体的な絵であります。先ほどから何度か申し上げましたように、農業生産

の活動の変化に対応した基盤整備をしていかないといけない。支えるべきものが変われば、基盤も変わ

るべきところがあるだろうということです。 

 それから、2番目に書いてありますのは、雨の降り方などが変わって排水不良地が拡大したら、排水性

を高めないといけない。強い雨が降って農地が侵食される可能性が高くなれば、それに対応した技術開

発も必要というふうになります。同様に渇水への対応等の課題も整理しました。 

 次の7ページは、緩和策の例です。基本的には、温暖化あるいはそれに伴う影響の拡大を緩和する方向

で考えたときに、先ほど申し上げたような対象、あるいは農業農村整備でどういうことをすべきか、と

いうことのメニューです。 
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 はじめに、国内の食料の供給力はさまざまな視点で検討する必要はあろうかと思いますが、供給力の

向上自体が温室効果ガスの削減に結びつくところがあるので、それ自体が一つの基本的なポイントです。 

 次に書いてあるのが、農地や農業用水の具体的な活用による緩和でございます。その1番目が、ここの

小委員会の具体的な検討課題とかかわるところですが、農地土壌の炭素貯留機能を支える基盤整備の推

進ということで、例えば吸収源対策として農地を活用するということをしようとすれば、それに伴う技

術開発が場合によっては必要となるでしょう。そういう吸収源対策としての土層改良や土壌改良工法の

開発に必要な基盤整備技術を検討する必要があるということを明記させていただきました。 

 そういうことをすると同時に、2番目に書いてありますが、場合によっては、水田を整備することによ

ってメタンの発生を抑えるということもできるでしょう。そういうことも考えないといけませんが、た

だし一方、他の一酸化二窒素などを含めて、温室効果ガス全体としての発生の抑制全体も検討していく

必要があります。ここには書いてありませんが、例えば水田を乾かすことによって、下流の閉鎖性水域

の富栄養化につながるような部分もあるかもしれませんので、そういう全体的なことも考えないといけ

ないということです。 

 そのほか、水田の持つヒートアイランド現象の緩和だとか、かんがい排水で使っている重力エネルギ

ーを活用する等の方向で、各段階の化石燃料使用量を減らしていくというような方向も検討しないとい

けないでしょう。あるいは、水利施設などを活用した小水力あるいは太陽光発電等も、この緩和策の一

つとしての可能性は大きいだろうということです。 

 8ページが貢献策で、これは先ほど少し触れましたが、農業生産活動の範疇を超えて、現在あるもので

もいろいろなことができるはずだということできる限り考えようということで挙げたのが、ここに書い

てある4つの項目です。例えば、農業用ダムも洪水調節機能があるとすれば、これから洪水発生の可能性

が高まるようなときには、その機能を活用することで、温暖化の影響の低減につなげることが可能とい

うようなことです。時間の関係で後は省略させていただきますが、さまざまことが考えられるというこ

とです。 

 9ページですが、国際的にはどういうことを検討すべきかという項目で、幾つかの項目を挙げさせてい

ただいております。一番上に書いてありますのは、海外でも基盤の整備が十分進んでいないところが温

暖化の影響の被害を受けやすい地域であろうということで、そういう海外の地域においても、基盤の持

つ本来の機能を強化するようなことを、日本の持つ技術を活用して進めることで、貢献することができ

るだろうと考えられます。その中でも、施設機能を十分に発現していけるような維持管理の体制とあわ

せて整備すべきということで、そういうところで日本の知見と経験や技術を活用していくことを考える

べきということです。 
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 それから、特徴的であちこちでも話題になりますのは、下から2番目に書いてある地下ダムの技術でし

て、この技術は日本が一歩進んでいるところがありますから、乾燥地や島嶼国などにおいてそれを活用

することを検討したらいいということであります。 

 少し予定の時間よりも長く使いまして、最後は急いで話しましたが、以上でございます。 

 これから申し上げるのは私の個人的な見解も含みますが、改めてまとめさせていただきますと、分か

らないことだらけなので、よく見ながらやっていかないといけないだろうということです。ポンと何か

したら済む話ではないということです。 

 それで、この検討会で整理したのはメニューでありまして、お聞きいただいてわかるように、ビジョ

ンが書いてあるわけです。ですから、これはきちんとしたアクションプランというか実行計画が伴わな

いと意味がないので、そういうことの必要性を付して検討会としてまとめさせていただいたところです。 

 それから、幾つかのポイントでは触れましたが、農村振興局で対象としているものだけではなくて、

同時にいろいろなことが動いていくわけですから、そういうようなところとよく連携しながら、ここで

対象とする基盤の整備について検討していただくのが大事なポイントではないかということであります。 

 全体を通しまして、繰り返しになりますが、分からないことだらけなことに対応していくわけですか

ら、順応型で対応していくことが必要だと思うのですが、もともと農業農村整備事業とはそういうもの

だったわけで、状況をみながらアクションを起して、何か状況にあったら更にハードやソフトで対応し

ていく、そういうことだったと思うので、本来の仕組みを見直して、この際、強化していくというか見

直していくことが大事ではないかと思ってとりまとめた次第です。 

 大分長くなって申しわけございません。以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、「今後の環境保全型農業に関する検討会」の座長代理をされておられます松

本聰先生からお願いいたします。 

○松本委員  それでは、お手元の資料、資料番号2でございますが、「今後の環境保全型農業に関する

検討会」のこれまでの進捗状況をお話ししたいと思います。私、松本が、今までの進捗状況を報告させ

ていただきます。 

 1ページ目をごらんください。「今後の環境保全型農業に関する検討会」におきましては、主に、そこ

にあります2つの項目について審議を行いました。まず、「農地土壌が有する多様な公益的機能と土壌管

理のあり方」でございます。2番目に、「環境保全を重視した農法への転換を促進させるための施策のあ

り方」、こういうものを中心に議論してまいりました。とりまとめは本年3月を予定しております。 

 次のページをごらんください。今日は、その1月21日開催の第5回検討会までに得られた状況をお話し
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するわけでありますが、今後は、第6回において、今後の環境保全型農業の展開方向、方向づけを行い、

そして最終回、第7回、第8回で中間まとめ（案）をとりまとめようとしております。 

 検討会の構成メンバーでございますが、ただ単に自然科学の研究者のみならず、社会経済学あるいは

実際の農業者の方にも、論客として幅広く議論に入っていただきました。 

 それでは、中身の具体的な検討に入らせていただきます。4ページ目をごらんください。農地が有する

公益的機能でございます。土壌の機能のうち、食料の安定供給や地球環境、地域環境の保全など国民の

生活にとって極めて重要であり、かつ適切な営農活動を通じて維持向上させていくことが可能な機能を、

「農地土壌が有する公益的機能」として整理しております。 

 それでは、農地が有する公益的機能とは具体的に何かといえば、1番目の作物生産機能、物質循環的な

機能、4番目の水質・大気の浄化機能、あるいは5番目の生物多様性の保全機能、こうしたものは非常に

ポピュラーなところでございまして、大体の方でも、こうした機能が備わっているということは理解で

きるところであります。 

 ところが、重要なのは2番目の炭素貯留機能ということでございまして、これはもう周知のとおり、地

球温暖化に対する農地の役割は、その防止に向けてどういう機能をもっているかという極めて重要な項

目が含蓄されているわけでございます。 

 次のページをお願いいたします。農地が有する公益的機能を、先ほど述べました5つの項目について、

その概要を右の欄に説明してございます。1つ1つ説明いたしますと時間がかかりますので、特に先ほど

強調いたしました炭素貯留機能の項目について、少しその概要を述べさせていただきます。 

 そのまま読ませていただきますと、「炭素を貯留する機能。これまでの土壌調査の結果から、我が国

の農地土壌においては、表層30㎝に、水田で1.9億ｔ、畑で1.6億ｔ、樹園地で0.3億ｔ、合計3億８千万

ｔの炭素を貯留していると試算。」いたしました。 

 炭素貯留量は、有機物の施用──これは※と、あと1つがついておりますが、それについては後で説明

します。──や耕起の方法等の土壌管理により増減することから、適切な土壌管理を通じ温暖化の防止

に寄与することが可能。」となります。 

 有機物の施用といいましても、有機物が農地に施用されますと、有機物の中に含まれております炭素

は、いち早く微生物による分解を受けます。このいち早く分解を受ける部分を、専門用語で易分解性有

機物、分解がたやすく行われる易分解性有機物と申しておりまして、こうしたものは少なくとも2年以内

に二酸化炭素として大気に放出されるものであります。 

 ところが、その一方で、ごくわずかでございますが、難分解性有機物、一般に腐食化合物といわれて

おりまして、これは土壌中で縮合・重合を繰り返しながら、非常に分子量の多い高分子化合物になって
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いくわけであります。実際、炭素貯留に大きな役割を果たしているのは、こうした安定な腐食化合物に

なります。 

 それから、耕起の方法は、耕起により農地土壌の表面を攪拌すれば、酸素が土壌中に供給されますこ

とから、好気的な微生物の活性が高まります。好気的な微生物の活性は、当然ながら有機物の分解を促

進いたしまして、こうしたものによって土壌から二酸化炭素の放出が増加するわけでありまして、耕起

の方法によっても炭素貯留量というのが変わってくるわけでございます。 

 そのほかの機能については、もう先生方よくご存じでございますので、ここでは時間上、割愛させて

いただきます。 

 次のページをお願いいたします。さて、ただいま申しました農地土壌が有する公益的機能の向上に効

果の高い営農活動はどういうものがあるかということを次に整理いたしました。効果の高い営農活動と

しては、私どもの検討会では6つの項目を挙げました。1つは堆肥等の有機物の施用、これは当たり前の

ことであります。2番目、土壌診断に基づく適正な施肥。3番目に不耕起栽培。4番目に土壌侵食防止のた

めの土壌管理。5番目に土壌改良資材、例えば木炭等も含めた土壌改良資材の施用。6番目に多毛作。 

 こうした効果の高い営農活動を展開しながら、これをもとに、次は非常に重要なところでございます

が、農業の農地土壌に堆肥を1.0～1.5ｔ／10ａ施用した場合、化学肥料のみを施用した場合と比べて、

土壌中の酸素貯留量は約200万炭素トン増加するものと試算した点でございます。ただし、ここでくれぐ

れも注意を要するのは、この200万炭素トンというアドバルーンを切ってはいけない。これを浮遊させて、

この数字だけが一人歩きすることのないようなとらえ方が必要なわけでございます。 

 くどいようですが、土壌に有機物を施用する場合には、例えば稲わら堆肥でいいますと、堆肥にした

り、あるいはすき込んだり、あるいはそれをそのまま施用する、こういう3つの処理の方法があるわけで

ありますが、これらの3つの処理の方法どれでも、ある時間内において分解される量はいずれも同じで、

土壌に蓄積される、先ほど申しました分子量の多い腐食の部分は、いずれもどの処理でも同じ量である

ということは推定されております。古くはロダム・ステットのジェンキンソン博士が、こうした安定な

腐食はある一定年限たつと、その平衡関係、つまり蓄積量と分解量が平衡するのだというジェンキンソ

ンの理論を出しましたけれども、後ほど説明しますように、これは年月が長くなればなるほど曲線が、

最初のころは易分解性分解物の分解によってＣＯ２がすっと出るのですが、その後、ずっとプラトーに

なっていく。こういうことを示しておりまして、我々の実験もジェンキンソンの理論が正しいというこ

とを示しております。 

 いいたいことは、もう1度いいますと、この量は、200万炭素トンというのは、あくまでも我が国にお

けるポテンシャルを示したものでありまして、決してこの量は固定的なものではありません。今後は、
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科学者が精緻な実験や調査を行うことによって、この値をより確かなものに近づけていこうということ

が検討会では一致をみているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。農地土壌が有する公益的機能の向上に高い営農活動で、先ほども述

べましたように堆肥等の有機物の施用、土壌診断等いろいろあるわけでありますが、例えば堆肥等の有

機物の施用を行いますと、それを作物生産に係る効果とその他の公益的機能に係る効果に分けて検討い

たしまして、作物生産に係る効果を東北の太平洋側の3県でみてみました。なぜここに東北3県を出した

かといいますと、ご承知の「やませ」という、東北地方固有の冷害が数年または10数年のサイクルで1度

起こることが、今までの歴史的な考察からはっきりしております。そこでこの3県を示したものでありま

すが、やませの直接的な影響を受けやすい岩手では、実に堆肥の有機物施用によって、3～4割程度近く

まで堆肥が冷害に対して効果があるということが調査で示されているところでございます。 

 それから、土壌炭素の貯留についていいますと、多湿黒ボク土あるいは褐色低地土、こうした水田、

あるいは畑の中でも灰色低地土、いずれも水分を多く含んで、土壌が酸化的な条件よりも還元的な条件

になりますと、有機物の分解が非常に抑えられるわけです。嫌気的な微生物が増えることによって、土

壌炭素の分解が抑えられる。こうしたことから、こうした土壌系では、酸素の貯留量がほかの好気的な

土壌に比べては遅いということ、つまり蓄積しやすいということが示されているということになります。 

 それから、土壌診断に基づく適正な施肥を行うことによっても、作物生産に係る効果としては、収量

品質の向上。公益的機能に係る効果では、土壌微生物活性の低下の防止を通じて物質循環や水質等の浄

化機能が期待できる。こういうことで、現在はＪＡ等で365、各都道府県で461の実施機関を通じて、実

に49万点が調査されたところでございます。 

 次のページをお願いいたします。不耕起栽培で同じことをみてみますと、不耕起栽培は、要するに耕

運機等を使わない、トラクターは使わないということでございます。省エネということで、非常に温暖

化に寄与するところが多いと考えられるわけであります。しかし一方で、土壌を耕さないことを長年月

やっておりますと、土壌の亀裂が入ったまま、要するに割れ目が入ったまま放置されますので、その割

れ目に水が入って、どんどん水が漏水するということで、不耕起栽培がすべていいというわけではあり

ません。 しかし、土壌の炭素の貯留からいいますと、耕起を省略いたしますと、あるいは最低限にい

たしますと、慣行に比べて、約90㎏／10ａ／1年の炭素の減少量が期待できるというわけでございます。

要するに大気中への放出が抑えられるというわけでございます。 

 あと、土壌侵食防止のための土壌管理、あるいは次のページの土壌改良資材等の施用、それから多毛

作によっても、いずれの作物生産に係る効果、その他の公益的機能に係る効果、プラスの面があるとい

うことが検討会で確認されたわけでございます。 
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 次のページをお願いいたします。次は、農地土壌が有する公益的機能の向上に高い効果の営農活動の

うち、堆肥等の有機物の施用による炭素貯留効果、これは先ほどから繰り返し述べてきたところでござ

いますが、このように稲わら堆肥、この図では0.75ｔ区、稲わら堆肥0.25ｔ区、稲わらを施用しない化

学肥料単用区でみてみますと、先ほど少し申しましたように、稲わらをたくさん入れますと、このよう

に初期に易分解性有機物の分解が起こって、その後、少しずつこの曲線が寝てくる。これが長年月にわ

たると、土壌に有機物を施用しても、その量と分解量が拮抗する、この曲線がほとんど平衡状態になっ

て、そして安定な状態に進んでいくということが示されるわけであります。 

 ところが、稲わら堆肥が少ないと、このように最初から分解する量と蓄積する量が拮抗しまして、何

ら土壌中の炭素量を増やすことにはならないということが示されております。 

 次のページをごらんください。次は、先ほど私が強調いたしました200万炭素トン、これがどういう試

算のもとに計算されたかを示したものでありまして、今さらその計算の過程を説明するまでもなく、こ

うした計算順序で計算して、そこに書いてありますように、192万9,000～203万5,000トンという一応の

試算を出したということで、この値は、今後、研究者によってもっと精度の高い確かなものにしていく

必要があることを、改めてここでも強調したいと思います。 

 今後の土壌管理のあり方ということで、以上述べました効果の高い営農活動について、その取り組み

の実態や課題を整理した上で、生産性向上の観点だけではなくて、農地土壌の多様な公益的機能を将来

にわたって維持向上していくための観点も踏まえて、今後の土壌管理のあり方を提言していこう、こう

いうものでございます。 

 今後の土壌管理のあり方としては、まず有機物の施用、適正な施肥、的確な耕うん。単に不耕起栽培

を奨励するのではなくて、的確な耕うんが必要であろうと。その他としては、土壌改良資材あるいは多

毛作、輪作、土壌侵食の発生を抑える、こうした土壌管理のあり方が推奨されるわけでございます。 

 次のページをごらんください。次は、「適正な土壌管理を推進していくための今後の施策のあり方」

ということで、そこに4つを提言させてもらっております。1つは、農地土壌の実態を的確に把握するた

めのモニタリング体制の構築でございます。2つ目に、適切な土壌管理を推進していくための技術開発、

技術指針の策定、技術指導の実施でございます。3番目に、適切な土壌管理の重要性について国民が理解

することの増進、国民に理解をお願いする、理解を深める、こういったことも施策のうちの重要な視点

であろうと。それと、適切な土壌管理を推進していくための農業者等に対する支援の実施。この4番目の

項目が、実際の農業の現場で行うためにはどうしても必要ではないかなと思います。 

 こうした施策のあり方を進めていく中で、我が国は、ＥＵ諸国あるいはアメリカの環境保全型農業に

対する取り組みを参考にし、我が国独自の国情に合った環境保全型農業の推進を策定しよう。こういう
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ことで、諸外国の事例を参考に、あるいは場合によって諸外国の事例に国情を反映させたような、そう

いう新しい一つの方向性を模索しているところでございます。 

 若干時間がオーバーいたしましたが、以上で私のほうからの報告にさせていただきます。ありがとう

ございました。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、これらを踏まえながら、農地土壌が地球温暖化防止に果たす役割について、環境バイオマ

ス政策課長より説明をお願いします。 

○西郷環境バイオマス政策課長  資料3をごらんいただきたいと存じます。これまで、この小委員会に

つきましては、農地土壌の果たす役割、特に吸収源として評価できるのではないかといったことにつき

ましていろいろご議論を願ってきたわけでございますが、その中で、いろいろな論点ございましたけれ

ども、今後とりまとめとに向かうにつきまして、論点を羅列整理したものでございますので、今後とり

まとめへ向けての議論のたたき台といったことでご理解いただければと存じます。 

 まず、1ページ目でございますが、今回の検討は、温暖化防止といった課題に尽きてしまっているので

ございますけれども、地球環境問題と申しますのは、ちょっとオーバーかもしれませんが、人類の生存

基盤に係る重要な問題であるということで、国民全体で総力を上げて取り組むべき課題であろうという

ことでございます。現在各セクターともいろいろな努力をしている中でこの農業をみるといったときに、

水田や畑地をはじめとする農地は、適切に管理をすると、土壌中の炭素を増加させることができるので

はないか。そうすると、二酸化炭素の排出削減、もしくは吸収源として貢献できていく可能性があるの

ではないか。これについては、例えば米国などのようにいろいろな政策的な介入を行っている国につい

ては、今後、早急に知見を集約していく必要があるのではないか。それに必要であるならば、いろいろ

な政策を考える必要があるのではないかといったことで、主に検討をお願いしてきたわけでございます。 

 2ページは、その基本的考え方でございます。まず、上のボックスを見ていただきますと、地球温暖化

と農業の関係につきましていろいろなご議論がございました。農業は環境との関係が非常に密接でござ

いますので、環境が適切に保たれていない──環境が農業に影響を与えるという趣旨でございますが、

そうすると、生産基盤の弱体化を当然招くということでございます。農業は地球温暖化の影響を最も受

ける産業ということでございますので、生産現場では、既に収量や品質面での影響が現れているところ

もある状況だというご報告がございました。 

 特に地球温暖化では、温室効果ガスを排出するセクター、例えば亜酸化窒素、メタンなどもございま

す。それから、もちろん農業機械におけるものとか、温室での燃料使用ということでももちろんＣＯ２

排出はするわけでございますが、そういった排出面、あるいは今度検討をお願いしていますような吸収
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源、土壌が吸収しているかもしれないといったようなことで、そのバランスをみなければならないとい

うことでございます。この点をしっかりと考えると、バイオマス資源を生み出す産業として、ここにカ

ーボンニュートラルと書いてございますけれども、最近は「低炭素社会」と言われるような社会の構築

に大きく貢献できるはずであるということでございます。ですので、ここで農業の生産基盤を保持する

という観点からも、温室効果ガスの排出削減、あるいは吸収の促進といったことに取り組むことが重要

だということでございます。 

 京都議定書での農業分野の位置づけにつきましても検討いたしました。議定書上、農業分野は、家畜

の消化管内のゲップの中にメタンが含まれるとか、あるいは排せつ物の管理、稲作とか農地土壌、野焼

き等に由来する一酸化二窒素、メタンの排出源として広く知られているわけでございます。 

 一方、農地土壌につきましては、排出及び吸収の両方の側面があるということでございますので、こ

の京都議定書のいわゆる第一約束期間、今年から始まる5年間でございますが、これにつきましては、活

用できる活動として4つ、森林経営、植生回復、農地土壌管理、放牧地管理が位置づけられております。

我が国としては、今のところ森林経営と植生回復を選択しており、農地土壌管理については、データの

不備その他から選択をしない状況でございますけれども、今後、京都議定書の次の枠組みを整備してい

く中では、当然このことを考えていかなければなりません。 

 次のページでございます。今、松本先生からのご報告にもございましたとおり、農地土壌に有機物が

絶えず供給されていきますと、最終的には、長いスパンでみると炭素の増減は平衡状態になる。あるい

は、吸収されたのは二酸化炭素や水などに分解されて、出たり入ったりしているわけでございますけれ

ども、一部分解されにくいものは腐食物質となり、土壌中に蓄積されることもあるということでござい

ます。 

 今みてみると、表層30センチ内には合計約3億8,000万トン、約4億トンの炭素が貯留されているという

試算を示していただいております。ですので、これだけの量の炭素をきちんと管理しておかないと、逆

に大変なことになるわけでございますし、これを維持しておくと、農業が地球温暖化の防止に大きな役

割を果たしているということがいえるのではないかということでございます。 

 次、下のボックスでございますけれども、温室効果ガスの排出削減、吸収促進に効果的な農地土壌の

管理手法といったものが、今、松本先生からもご提示をいただいたわけでございますが、主に4つござい

まして、まず1つは、堆肥の投入ということでございます。もう1つは、余り強く耕さない不耕起栽培、

あるいは省耕起栽培により土壌からの炭素の排出を抑制する。あるいは土壌改良資材、木炭などを入れ

て、要するに炭素を入れるということでございますが、こういったことで貯留量を増加させる。 

 次に、多毛作を促進していろんな緑肥、※で下に書いてございますけれども、植物体をそのまますき
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込んで養分を供給するという形で貯留していくという方法が考えられます。 

 次に、農地土壌と温室効果ガスの関係の2番目で、4ページでございますが、ここも松本先生からのご

報告そのままでございますけれども、堆肥1.0～1.5トンを毎年1反当たり施用した場合について、年間約

220万炭素トン、二酸化炭素に換算いたすと808万トンのキャパシティというかポテンシャルはあると試

算されております。ただし、これはあくまでも試算であり、必ずそうなるということではないというこ

とはよく肝に銘じておかなければいけないということでございます。 

 また、水田はメタンを発生させるということがございますので、そうすると、メタンの発生量を差し

引きしますと約200万トン、193～204万炭素トンという試算をしていただいているということと存じます。

200万トンというのはどういう量かと申しますと、我が国の第一約束期間における年平均の削減目標量の

約1割に相当しますから、6％削減という点からすると0.6％になる。森林が3.8％といっているところか

ら並べてみると0.6％という数字になるわけでございますが、この数字が一人歩きしないとはいえないと

いったことについては、肝に銘じておかなければいけないというご指摘でございました。 

 次のページでございます。次に国際交渉の問題でございますが、我が国の検討がそのまますぐ国とし

ての排出削減・吸収増加に認められるわけではなくて、このようなものにつきましては、先般のインド

ネシア・バリ島で行われました気候変動枠組み条約のＣＯＰ－13でございますか、そこで示されました

ロードマップに基づいてまいりますと、ここに書いてありますような結構タイトな日程で議論が進んで

いくということでございますので、当然ながら我が国も、農業分野も遺漏のないような参画をしていく

必要があろうかということでございます。 

 次に6ページでございます。国際交渉に向けた考え方といたしましては、当然のことながら、我が国の

農業が貢献している点についてはきちんと評価されるようにしなければなりません。それからもう1つ、

我が国では農業よりもっと大きな森林の吸収源といったものがございますので、その科学的な説明と申

しますか、そういったことについて、施策についても考え方についても、整合のとれたものにしていか

なければいけないだろうということがございます。もちろん、きちんとした交渉体制を整えて頑張って

いかなければならないということでございます。 

 もう1つは、下のボックスでございますけれども、条約事務局がきちんと調べ、提示しましたものです

から、それに耐え得るようなものをつくっていかなければならないということでございます。 

 次のページでございます。今後の課題の3番といたしまして、地球環境保全に貢献する農業をどうやっ

て実現していくかといったことについて、普通の環境問題と違うというご指摘がございました。地球環

境対策と違いまして、温暖化でございますから、影響を受ける範囲は非常に広いと。受益者も広いとい

うことでございますので、従来の対策とはちょっと違った観点が必要ではないかということでございま
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す。 

 それから、地域環境に貢献する農業を促進するということは、環境問題だけにはとどまらず、将来的

には食料安全保障といった面にも寄与していくということがございます。もう1つは、もっと現実的に考

えますと、堆肥の施用などは、当然のことながらコストの増大を招いてしまうわけで、直ちに農業生産

に受け入れられるような農法でないかもしれないということもございますので、いかに農業者の協力を

得ていくか、得やすいものにしていくかといったことを考えることが必要であるということでございま

す。 

 そうすると今度は、次はどのような政策措置が必要かという議論も少しあったわけでございますが、

その政策措置を考える前に、農地土壌から温室効果ガスの吸収・排出というのは、要するに一定量の温

室効果ガスの吸収があったら、それに伴って一定量の排出があるという画一的なものでなくて、条件に

よってフローが非常に大きく変化するという、不確実性の問題についてご指摘がございました。 

 こういった点だとか、あるいは今渡邉委員からご指摘がございましたように、そういった農家の活動

を支える基盤といったものについても、例えば温室効果ガス吸収対策としての土層改良・土壌改良工法

を検討する必要があり、そういったことをきちんとやっている国もあるということでございます。 

 なお、こういったことについては、直接支払いのほかに、諸外国では環境税だとか排出権の取引、ク

ロスコンプライアンス、これは前回の地球環境小委員会でＯＥＣＤの倉重参事官からご説明あったとこ

ろでございますけれども、そういった問題とかラベリング、あるいは認証いったような施策もあるとい

ったことも踏まえる必要があるということでございます。 

 さらに留意する点といたしまして、政策として実行する場合についての留意点でございますが、地球

温暖化防止に貢献する農業の推進に伴って──「外部経済」と書いてございますけれども、これは、要

は市場に評価されない、農業の果たす役割についてよく議論されます。そういった点だとかはもちろん

考えなければいけないけれども、それに対するコストはどのくらいかかるのかといったことも当然考え

なければいけないという点です。 

 次に、少し難しくて議論のときにもなかなか──ＯＥＣＤからの説明がございましたけれども、いわ

ゆるレファレンスレベル、どのレベルから公的な補助が必要なのか、要するに費用負担はどこまでだれ

がするかといった問題とか、あるいは、きちんとしたライフサイクルアセスメントのようなことを通じ

まして、土壌だけではなくて農業全体として、バイオ燃料の活用だとかそういったもので温室効果ガス

の削減を進めていく必要があるということでございますとか、あるいは土壌炭素のことばかり考えて、

メタンや亜酸化窒素の排出が増えてしまうというようなことがないようにとか、また、地球環境のこと

ばっかり考えて、地域環境への生物──先ほど渡邉委員から下流への水質の影響といったご指摘もござ
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いましたけれども、そういったことにも配慮すべきであるといった点が議論されたかと存じます。 

  さらに、参考資料という1枚紙をつけてございますので、この説明をさせていただきたいと存じます。

これは、きょうご報告のあった「農業農村整備における地球温暖化対策のあり方」と「農地土壌が有す

る多様な公益的機能と土壌管理のあり方」、これは基盤整備のサイドと、いわゆる農業の営農行為と申

しますか、要するに農業者の活動のほうの観点からきょうご報告いただいたわけでございますが、この

両方の検討は、もちろん温暖化の問題だけはなくて、いろんな環境問題を広く検討していただいている

中のご検討でございますけれども、その中で特に温暖化防止のことについて、この小委員会でご議論い

ただいていることに合わせましてちょっとピックアップしてみますと、こういうことになっているので

はないかと表したものでございます。 

 まず、左側の営農行為をみていただきますと、有機物の施用、不耕起、土壌改良資材、多毛作といっ

たことが貢献できるものとして考えられるけれども、一方、基盤整備のほうからすると、そういった農

家の活動がうまくできるようなほ場をつくるための土層改良・土壌改良工法とか、あるいはもう少し大

きく構えて、排出削減に資するような排水改良の推進とか、あるいは農村全体での健全な物質循環とか、

水田そのものの配置によって気候緩和というものができるのではないかといった考えもございますけれ

ども、そういったことがピックアップできるのではないかと。この両者からのインプットをいただきま

して、この小委員会でこういった議論も活用しつつ、次なる対策をまとめていく上でのコメントとして

うまくその成果を取り入れて、次なる検討へ向けていくべきだということではないかと思いまして、こ

の参考資料をつくらせていただきました。 

 なお、これにつきましては、冒頭、事務次官からのあいさつの中にもございましたけれども、今年は

特にサミットもございますし、京都議定書の第1年目ということもございますので、当方からもこの委員

会でのご検討につきましてはいろいろ発信いたしまして、次なる施策、いい施策が実現できるような努

力をしていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、これまでのご説明3件ございましたが、これにつきまして、残り時間は自由にご質問あるい

はご意見をいただくことにしたいと思います。約1時間弱ございますので、どうぞ挙手をお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

 八木委員。 

○八木委員  農業農村整備の検討会のご報告につきまして、まず初めにご質問させていただきたいと

思います。 
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 ビジョンということで、大変短い期間に少ない精鋭でまとめられたという印象があります。その中で、

まず農業農村基盤のことを考えるに当たって、基本的な知識をご紹介いただいたらよろしいかと思うの

ですが、これまでの歴史ですとか現状ですとか、そういったことを簡単にご紹介いただければ、ここで

の議論が深まるのではないかと思います。 

 それを踏まえて、私が聞き及んだところによりますと、農業農村基盤整備は我が国で長い歴史があっ

て、半分以上の農地が既に基盤整備が進んでいるということだと理解しております。ただ、そこから2つ

ほどきょうのご報告について疑問が出てくるのですが、1つは、基盤整備が進んでいても、恐らく農地の

タイプ別に随分違った状況にあるのではないかなということが想像できます。つまり、例えば平地と中

山間で違いがあるのかと。地球温暖化対策をとるに当たっても、タイプの違いによって、あるいは基盤

整備の進みぐあいの違いによって、それぞれ違った対応が必要ではないかということが考えられますが、

そのあたりはいかがでしょうか。 

 もう1つは、長い歴史があって基盤整備が進んでいるということですので、既に基盤整備されたところ、

1つはそこをうまく生かすという方向性があるかと思うのですけれども、ただ、基盤整備してもう20年、

30年ほどたってしまったようなところでは、例えば暗渠の効率が劣化しているとか、そういったところ

を今度メンテナンスすることによって、新たにつくるのではなくてメンテナンスをすることによって、

もともとの機能を再生させる、あるいは付加的な機能をつける、そういったことを考えたほうがコスト

的にも有利な部分があると思いますので、既存のものをどう生かすのか、そして、まだ整備が進んでい

ないところをどう生かすか。これもタイプ別の一つかと思いますから、そういったことにつきまして、

現状ですとか、どんなお考えか、もしあれば伺いたいと思います。 

○齋藤農村振興局企画部長  まず、農地のタイプ別ということなのですが、設計の考え方は、平場と

中山間で特段大きく変えているというのはございません。大きく変えているのは区画形質の変更であっ

て、それは地球温暖化対策には、今のところ直接関係はないと思っています。 

 それから整備の仕方については、土層改良の厚さ、例えば樹園地であれば60センチ、畑で25センチ、

水田で20センチとしています。 

 土壌でいいますと、先ほど松本先生のお話がございましたが、黒ボクとか北海道の泥炭地などでは土

壌改良材を入れるとか、他の場所から土壌を持ってくる客土などを行っています。それが現状です。 

 2点目の件は、八木委員と全く同感でございます。基盤整備は水田であれば約６割の整備が進み、暗渠

排水等も進んでいますが、やはり20年、30年たちますと、劣化して目が詰まるというようなことがござ

います。それから材料も、例えば土管であったり、塩ビ管であったり、もみ殻貝殻、礫など、さまざま

です。実態がどうなっているかなかなか分析しにくいのですが、おっしゃるように、農業生産を持続的
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に続けていくために基盤整備やメンテナンスを行う意味も当然そうですし、それから、地球環境問題の

観点から、低炭素社会に向けていかに基盤整備をやっていくかというところがポイントかと思っており

ます。 

○林座長  渡邉委員どうぞ。 

○渡邉委員  少しつけ加えさせていただきたいと思います。私の説明がよくなかったのかもしれませ

んが、この報告のトーンの基本的なところは、今ある機能を維持していくことが大事だということです。

新しいことよりも、どちらかといえば今ある機能をきちんと整備して、もちろん足りないところは何か

つけ加えないといけないのですが、発現できるようにすることが大事だろうということです。これは私

の個人的な意見かもしれませんが、温暖化にかかわらず、今も機能を発現するにはいろいろな制約があ

るわけです。高齢化だとか担い手がいないとか。ですから、本来そういうものが持っていた機能をどう

発現するかというシステムをつくることが、温暖化への対応としても大事ではないかと考えます。 

 もう1つは、整備されてきた大きな施設はこれから更新していかないといけないわけですが、大きなハ

ードの施設は、ご承知のように耐用年数は50年とか、物によっては実際は100年使うかもしれないのです

から、その期間に見込まれるような変化はある程度想定しないといけないわけです。温暖化に伴ってこ

れから起こることはまだよくわかりませんが、そういうことを想定したような新しい機能をどういうふ

うに考えるかというのをきちんとしておかないといけないと思います。その指標については、先ほど言

いましたようにはっきりしたものはないわけですが、アダプティブ・マネジメントという一つの考え方

の基本だけは申し上げましたけれども、そういうことも留意してこれからしないといけないのだろうと

思います。これがこの報告の全体の流れになっていると理解しています。 

 以上です。 

○林座長  どうぞ、引き続いて。 

○八木委員  大分わかったのですが、私の申したかった趣旨は、恐らくタイプ別で随分対応の仕方も

異なってくると思われます。もちろんハード的なところもそうですし、中山間と平場では農業の担い手、

規模というところでも大きく違いますので、今回のこのご報告はビジョンということですので、今後、

実際アクションプランに移していく段階において、そういった細かなタイプに分けたアクションプラン

の立て方といったものが必要であろうと、そういう意見であります。 

○林座長  ありがとうございました。 

 ほかの委員の方、いかがですか。 

 佐々木晨二委員、そして永松委員、お願いいたします。 

○佐々木（晨）委員  単純な質問で恐縮ですけれども、1ページ目の、遅くとも5年以内に取り組みを
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開始すべきという、その「5年」という年限を決めたのはどういう考え方で、例えばいろんな貢献策とか

適応策とか、ここに施策のコンセプトが3種類ぐらい書いてあるわけですね。これは、もうすぐやらなく

ちゃいけないようなものがあるのではないか。アクションプランにするときに、もう少し時間軸で整理

をしていただいたほうがもっとよくわかるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○齋藤農村振興局企画部長  今回のものは、ビジョンということでとりまとめたということです。先

ほど渡邉委員からもお話ございましたように、例えば水資源につきまして例を申し上げれば、地球温暖

化で栽培適地がどう変わるか、水資源がどのぐらい変わるか、降雨形態という点からいうと、どのぐら

い降るか、降雨強度が強くなるか、そういったことがすべて把握できるとか、そのような状況にござい

ません。 

 他方、これまで営々と取り組んでいる農業農村整備が地球環境問題に貢献すること自体もあるわけで

す。それを一時に、いつの時点ですべて行うとか、なかなかそうはできませんから、5年の間に分析する、

調査する、現在ある事業はさらに進めていくとか、そういう観点でまとめたということでございます。 

○林座長  それでは、続きまして永松委員。 

○永松委員  2点お伺いしたいと思います。 

 1点は、農地土壌が有する公益的機能ということに関してです。農水省の分析かどうかはわかりません

けれど、別の資料で1度、森林の公益的機能という評価の数字をみたことがございます。その中では、森

林もいろいろな公益的機能があるということで、付加価値か何かの計算で、何が幾ら、何が何％、何％

というような分析がございました。ここにあります農地土壌の公益的機能についてそのような分析、ト

ータル100とした場合に、例えば作物生産機能が幾ら、何％、といった分析がもしあれば教えていただき

たいというのが第1点でございます。 

 第2点は炭素貯留機能についてです。実はこれは、ある意味では確認でございますけれども、例えば森

林の場合に、植林段階であるいは炭酸ガスの発生というのがあるかもしれませんけど、基本的には、森

林というのはＣＯ２を吸収するということで我々は理解しておるわけでございます。他方、炭素貯留機

能につきましては、もちろん3億8,000万トンという炭素の貯留という、絶対的に大変大きな数字という

ふうに理解できますけれども、基本的には堆肥を施した場合に、それで発生するＣＯ２がそのまま地上

に出てしまうということではなくて、そのかなりの部分は土壌で吸収できるという、カーボンニュート

ラルの枠の中で考えるという理解でいいのでしょうか。あるいは、まさに地上にあるＣＯ２そのものも

吸収して、それを減らすのだという機能とはちょっと別だという理解でよいのかという、極めて初歩的

なことで恐縮でございますが、お願いいたします。 

○林座長  これについては、どなたにお答えいただけますか。 
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○佐々木審議官  まず、第1点目でございますけれども、私の知る限りでは、農地土壌の公益的機能に

ついては、恐らく森林のように定量的なものにはなっていないと思っておりますので、これからデータ

を積み重ねていく必要があります。そういった意味で、先ほど松本先生からのご発表の中で、さらなる

データの蓄積、知見の集積ということが強調されているというふうに理解をしております。 

 もう1点ですが、ここでやっているのはカーボンニュートラルという意味ではなく、堆肥の施用によっ

て徐々に炭素を蓄積をしていくというニュアンスといいますか、もちろん化学肥料ばかりですと炭素を

放出してしまうということなのですが、先ほど先生のお話にあったように、腐食としてどんどん蓄積し

ていって、ある時点ではそれがプラトーになるわけですけれども、それまでは吸収効果があると、そう

いうような理解でございます。 

○林座長  松本先生。 

○松本委員  大体いいのではないでしょうか。要するに、作物生産機能と公益的な機能はかなりオー

バーラップするのですよ。それを無理に離してしまうと、非常に変な計算になってしまう。ここが農業、

農地土壌の非常に難しいところで、先ほどの佐々木審議官のご説明のとおりではないかなと私も思って

おります。 

○林座長  そうですね、森林と農地と一般の方がどう違うのかというのがクリアに理解できないと、

この話は多くの人たちが自信をもってほかの人に説明できないのかなという感じがしますので、ここは

いい質問をしていただきました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 岡本委員、今のお話を聞かれていかがでしょう。 

○岡本委員  今までのお話を聞かせていただいて、私は、スターン・レビューの対応が早いほど将来

的なコストは少ないという報告を思い返しながら聞かせていただきました。前半のお話では、ビジョン

だからというお話がありましたけれども、遠い先をみながら、でもやっぱり今何かをしていかなければ

いけない。その両方を、私たちというか納税者が納得していくような道を探していかなければいけない

というのがとても難しいことだなと思いました。もちろん確定的なことはないので、予測しながら、モ

ニタリングしながら順応的にというお話なのですが、それを説明するのが難しいだろうなと思いながら

聞かせていただきました。 

 それから、例えば将来を見据えた、いわば現実感がないことに対してお金を使うことに対して、農業

者だけではなくてだれがお金を負担するのかという問題も、やっぱりきちんと説明をしていかないと、

文句が出てくるといっては変ですけど、「ちょっと」という抵抗感が出てくると思います。 

 あと、もう1つ気になったのは、どちらのお話も、やればいいことなのだろうなと思いながら、お金で
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はなくて、今度はだれがするのかなととても思いました。今、かなり省力化した農業のあり方というも

のが進んでいます。その中で、堆肥を入れるといったら、すごく人手がかかるわけですよね。コストと

いうお金だけの問題ではなくて、例えば、お金が高くても働いてくれないこともあり得るのではないか

なというふうに心配しますので、その辺のところも、きっちり働きたくなるような状態をつくらなけれ

ばいけないと思いました。 

 それから、これは単純な質問なのですが、土壌診断というお話がありましたけれども、それにはどの

くらいの時間とか費用とかかかるのかという事と、それをみんながやり始めたときに、サンプルを受け

入れるだけの設備があるのか不安だなと思いながら聞かせていただきました。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。 

 これについては、また後からまとめて──今でも結構ですが。 

○渡邉委員  ご意見ありがとうございました。私、どういう立場で答えたらいいかよくわからないと

ころもあるのですけれども、私がビジョンと強調したところがあるので、もしかしたら実際の文言と違

うイメージを持たれたらいけないかなと思って、少し補足したいと思います。 

 ビジョンというふうに申し上げましたけれども、私どもは、農村振興局ですぐにでも考えないといけ

ないメニュー、今考えないといけないメニューを準備したということであります。ただし、その中には

まだ方法論もはっきりしてないものもありますので、こういうことを考えたらいいのではないのという

のも含まれていると、こういう意味です。ただ実際には、もう既に関係部局などで対応されている部分

も含めて書いてあり、いろいろなものが混在しているところもあります。ですから、一言でビジョンと

いってしまうと、ちょっと適切ではなかったかもしれません。ですが、先ほどご意見にもありましたが、

1つ1つについてきちんとプライオリティーをつけて、どれからやっていくかという整理はもちろん重要

であるのは間違いないと思います。 

 その中で、八木委員からもご指摘ありましたけど、どういうところで実際にどういうことが起こるの

だというのを具体的に示すということが対応のベースでありますし、それを進めることで皆さんのご理

解をいただけることになるのだと思いますので、今のご質問、ご指摘の中にあったように、それは早急

にすべきだろうと考えております。それはここには書いてありませんが、たぶん農村振興局だけではな

くて、農水省の中ではもう既に進めていらっしゃることだろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○佐々木審議官  土壌診断について、どういうところがやっているかと申しますと、都道府県の農業

試験場でありますとか、一番多いのは普及センターでございます。それからＪＡ。普及センターとＪＡ
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に最も多く行っていただいております。そのほかに、先ほど申しました試験場とか経済連さんとかとい

うところがございまして、全国で約1,000カ所弱の機関で行っていただいております。 

 これは分析項目によっても違うのでございますけど、およそ期間としては数日で、費用がただという

ところもあるのですが、平均的にいうと1,000～2,000円とか、そういうレベルの金額でございます。こ

ういうことは各地域、地域で既に取り組まれていることですので、そんなに無理がない取り組みで今後

とも広まっていくのではないかというふうには考えております。 

 それから、前に戻りますけれども、だれが行うのかということです。ご指摘のご心配ごもっともでご

ざいまして、農業者が過疎化でいなくなってしまっては、こういう措置はとれない。基本的には農業生

産の方にやっていただくのが基本となるわけでございますので、地域政策とあわせてこういう施策を乗

っけていかなくてはならないかなと思っていますし、これは農地・水・環境保全の政策もございますが、

そういうところでは地域の取り組みの上に環境保全型農業というのを乗っけているという、そういう組

み合わせた施策も打っておるわけで、そうしたことも参考になるのではないかなと思います。担い手等

にどうしても──担い手といいますか、生産者の方にお願いせざるを得ない部分がかなり大きいという

ふうに思っております。 

○林座長  佐々木陽悦委員どうぞ。 

○佐々木（陽）委員  だれがやるのかなというと、私たちがやらなきゃならないのですけれども、ま

ず最初に、この温暖化問題に対して私たちはみずから、食料生産の現場に影響が出るということもあっ

て、メタンの発生の抑制などということへの注意とか、逆に有機農業なり──堆肥の投入というのは、

逆に地力を高めることによって微生物などが多くなって、これは生物多様性とも関係があるのですけれ

ども、光合成をする微生物とか藍藻類が田んぼに発生して、これが光合成をすることによって水田に酸

素を生む。そんな実験などもやってきましたし、そんな技術にも取り組んできたのですけれども、炭素

の貯留という話が出たときに、ここまでは、今の日本の農業者は観点をもってこなかったと思うのです

ね。 

 私もどうなるのかなと思っていたら、最近ここ何カ月かの間で、これがマスコミで取り上げられたり

する中で、日本の農業者に非常に素早く入ってきたといったらいいのですかね、環境保全型農業や有機

農業に取り組む人たちの中での追い風になってきているといったらいいのですかね、自分たちでやって

きたことがもう一つの価値として、炭素の貯留、温暖化への対応ができるのだとか、評価されるのだと

いうことが追い風になって、最近、東北でも有機農業の組織づくりの話があったり、会がもたれたり、

いろんな学習会がやられているとき、炭素の貯留の話が出てくるのですね。 

 それから、土づくりを推奨してきた消費者団体、生協などの中でも、自分たちがやってきた土づくり
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の運動を消費者団体の組合員の中に話せるというのですか、みんなが取り組んできたことが地球環境に

非常に影響を与えるのだ、消費行動が地球環境問題に貢献できるという、そういう取り組みの評価がな

されてきたり、私は、そういう意味では非常に素早く入ってきたのかなという気がしております。 

 ただ、これをやるのは、今までもお話ありましたように、高齢化の問題とかいろんな課題があると思

いますので、これを作文としてつくるのとあわせて、どうこれを実践していくのか、その体制をどうつ

くっていくのかということが大事なことだと思うのですね。それも、とりわけこれをやるようにという

のではなくて、生産者、農民がみずから地球環境問題に取り組めるような組織づくりとか、指導とか支

援をしていく。みずからの課題として生産者が受けとめる。国民が受けとめるのでしょうけれども、生

産の現場で受けとめられるような体制づくりが大事だろうし、それがないと受け身にだけ受けとめてし

まうので、能動的にみずからやれるような体制づくりというのが必要なのではないかという気がしてお

ります。 

 農業団体などでも地球環境問題の対応をやるということなどを言い始めていますし、そういう意味で

は、これは比較的、私たちが当初心配した以上にスムーズに入っていくのかなという気がしていますし、

不耕起栽培をやろうとかなどという話もあったりして、私は、楽観視はしませんけれども、そういう意

味では比較的入っていく条件はあるのだと思っています。 

 と同時に、若干の意見として、土地改良の中で既にやられているということが明らかである中で、私

も「5年」というのはちょっとひっかかったのですね。緊急的な課題というときに、内容はそうでなくて

も「5年」というのが出てしまうと、どうなのかなというのが気になって、お話を聞くと、もう既にやっ

ている事業の延長線上にこういうのはあるということですからわかるのですけれども、この「5年」とい

うのが出てくるとちょっとひっかかってしまうというのが気になりました。 

 私は、そういう意味では日本の農民の課題として、農業団体なり生産者が挙げてやれるような指導・

援助を、国を初めとしてやると同時に、生産者みずからが、国民みずからがこの地球温暖化問題に取り

組めるような、そんな雰囲気づくりをやる必要があるのではないか。私たちもその先頭に立ってやって

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。 

 吉水委員どうぞ。 

○吉水委員  今の佐々木委員のご意見に非常に賛成です。この「今後の課題」というところの7ページ

目に、「農業者の協力をいかにして得るかが課題」と書いてあって、この文言に多少の違和感を覚えた

のですけれども、どちらかというと協力を得るというよりは、農業者の方々がみずからの問題として主
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体的に取り組むべきことではないのかしらと思っていたので、実際にそういうお仕事をなさっている方

から今のご意見が出たということが、とてもうれしく思いました。 

 また、もう1つ、農業者の方々がつくったものを買う消費者がいるということも重要かと思っていまし

て、もちろん政府の補助金等々支援策というのもあるかもしれませんが、大きな市場のダイナミズムと

して、そういうことで栽培されたものを、多少のコストを払っても買ってくれる消費者がいるような方

向に社会全体としてもっていくことが大切ではないかと思いました。コメントです。 

○林座長  では、続きまして、八木委員どうぞ。 

○八木委員  今の佐々木委員、吉水委員の意見に同感する意見なのですけれども、とりまとめ骨子に

ついて1つご意見申し上げたいのですが、私も環境保全型農業の委員をやっておりまして、環境保全型農

業の検討会で議論されているのは、1つは土壌炭素の機能なのですが、それだけはなくて、ほかにも地力

を維持・増進して今後の作物生産を高める、あるいは日本の大きな問題である家畜ふん尿をリサイクル

して環境保全型農業を確立する、そういったことも議論されています。 

 それで、本委員会で議論されている地球環境の問題において、土壌炭素を増加させて温室効果ガス排

出を少なくすると。それは確かにこのとおりなのですけれども、それと同時に、3ページ目、4ページ目

で示されているいろいろな技術や見込み、これは環境保全型農業の委員会で検討されている環境保全型

農業の確立に向けた方向と全く一致するところなのです。ですから、そのことを本委員会の骨子報告書、

その中にも併記していただいたほうが、温室効果ガス、地球温暖化防止にも貢献できるし、それが同時

に環境保全型農業、日本のあるべき農業ということで、多分2050年ぐらいに地球環境問題が大分解決さ

れて、それと同時に日本が環境保全型農業を確立するといったビジョンが描ける、そういった書き方に

していただけると大変よろしいのではないかと思いますが。 

○林座長  ありがとうございました。 

 松本さんどうぞ。 

○松本委員  先ほどの岡本委員のご意見について佐々木審議官のほうから回答がございましたが、私

は、それにつけ加えて若干コメントしたいと思います。 

 まず、土壌診断、これは農業者が基本的にはやるべきだと私は思います。私のことで恐縮でございま

すが、大学時代に土壌断面を掘って、何も分析機器をもっていかなくて、土壌のプロファイルをみて、

五感で教えられたものです。これでかなり、50％ぐらい、この土壌でいい悪いというのは判断がつくの

ですね。それが今のお百姓さんはできないところに問題があるのです。何も特化された分析技術だけが

土壌診断ではないということであります。これは、絶対私は信じて疑いません。ですから、やっぱり農

業者にも問題がある。 
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 それから、国民の理解ということですね。これは、先ほど吉水委員がいみじくもおっしゃいました。

消費者も、何らかの意味で私はやっぱり責任をもっていただきたい。卑近な例で恐縮ですけれども、化

学肥料を多分に使い、農薬を使えば、姿が立派なものができている。しかも2円安かったら、そっちへみ

んな消費者が行っちゃうのですよ。こういう土壌では、地球温暖化対策としての農地土壌のやり方を議

論しても、全然効果が上がってこない。私は、そこはやっぱり消費者が、まさに吉水委員がいわれたよ

うに、それなりの理解。常に積極的な理解というものがないと、これは日本では非常に難しい、そうい

う雰囲気にあるなと私は思います。 

 ありがとうございました。以上です。 

○林座長  ありがとうございました。 

 確かに、すぐれたお医者さんは、顔をみただけで病気なのか病気でないのかわかりますし、家族でも、

毎日突き合わせていれば、きょうは調子が悪いのかどうかわかりますから、必ずしも数値化しなきゃい

けないということではないわけですけど、それとまた数値化されたものも、一方で必要であろうという

ことはあると思います。大変貴重なご意見ありがとうございました。 

 私からも1つ質問させていただきたいのですが、ご発言いただいた松本先生、資料2を用意していただ

いて、例えば9ページ、農地土壌が炭素を蓄えるというのが物すごくわかりやすい例は、やっぱり木炭の

施用なのだと思うのですよ。つまり炭素を埋め込むわけですから、これはだれがみても、土壌に炭素を

埋め込んでいるという感じがするわけですね。実際にその効果というのは、堆肥に比べて非常に大きい

し、水質の浄化作用もある。これはだれもわかります。「やー、なるほど」と。さらに生物多様性の保

全にもいいとなったら、もっともっとやっていいのではないかと思うのですが、今ここに書かれていま

すのは約7,000トンの生産量ということですけど、例えばこれの10倍とかいうような国民運動というのは、

すぐさま起こすことはできないのでしょうか。 

 例えば、今一方で、あれだけ竹があちこちではびこっている、間伐材がいろんな形で有効利用される

わけですけど、それを炭にする。これは、実際に農地に施用するのは農業者がやられるとしても、ひょ

っとしたら木炭までのところは、市民運動としてできるはずだと思うのですよね。実際に、日本の東北

の農業者が教えたといっていますけど、タイのコンケンというところでは、ほとんどの農家が炭を焼い

ているのですよ。炭を焼いて、それを燃料。今までのように単に木を燃しているだけだと煙が出ますか

ら、より上品な使い方として炭を焼いているわけです。それをまたずっとコンケン州全体が応援して、

ほとんどの村でやり始めているわけですが、そのときに木酢液が出たら、これはまた害虫のためのあれ

に使っているとか、いろんなことをやっているわけですけど、こんなのは、ほかの国で日本が教えると

いうだけではなくて、日本だってやったっていいわけですよね。 
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 しかも、地中に炭素を埋め込んでいるという行為は非常にわかりやすく、これほどわかりやすいこと

ってないのではないかという気がするのですけれども、これはいっていくと、別に農地だけではなくて

森林土壌にやったって悪くないではないかという話にもなりそうな気がしますけれども、少なくとも農

地は、集約的にいろいろこれだけの非常にすぐれた機能をすぐ発揮しそうなので、こういう運動という

のはすぐにアクションとしてできますか。 

○松本委員  要するに木炭、これは新しいＫなのですよ、黒くなるという。3Ｋに加えて黒くなる。農

家は嫌がる。鼻の穴が真っ黒になる。それで、非常に細かければ細かいほど効果があるのです。北海道

では、かつては早く融雪効果を得るために木炭をまいたのですよ。そうすると早く作付できるというメ

リットが非常にあったのだけれども、これが定着した技術になっていない。 

 そこで、やっぱり農家ばっかりが真っ黒になって、扱いにくい木炭をやるというのはどうかというこ

とで、私どもは今ペレット炭をつくっております。これはペレット化した堆肥と全く同じで、非常にや

りやすいです。汚くならない。黒くならない。そういう技術開発を農家の施用者の身になってやります

と、融雪効果もある、地温を上げる効果もある、それから、当然微生物の担体、キャリアとしての非常

にいい面が出てくる、水質浄化作用がある。これはやっぱり国民の全体的な取り組むべき具体的な方法

だと思います。 

○林座長  どうもありがとうございました。 

 もう少し時間がありますので、ご質問あるいはご意見等ございましたら、また事務局側のほうでも、

何かこの機会におっしゃっていただくことがありましたら、いかがでしょうか。 

 佐々木委員どうぞ。 

○佐々木（陽）委員  時間があるということなのでちょっとお話ししたいのですけれども、今、堆肥

を入れるとかいろんな計数の問題が出ているのですけれども、この環境保全型農業技術検討会では、こ

れだけではなくていろんな技術、例えば耕起の時期の問題とかいろんな話題が出ているのですけれども、

こういう問題を画一的なものではなくていろんな知識として普及させるというか、その努力が必要なの

ではないかと思うのですね。炭素の貯留というのは、堆肥とかわらとか入れるだけではなくて、この技

術をやることによって、どういうメカニズムのもとに成果が出てくるものなのか。逆にメタンの発生を

抑制させるための技術問題とか、それを科学的な冊子なり紙なり、目で知識として生産者がわかるよう

な何らかの手法も取り入れていく必要があるのではないかと思っています。そんな理解ができるような、

研究者の方はたくさんいますので、ぜひつくっていただきたい。 

 そうすることによって、西日本から北は北海道まで生産の現場は多様ですし、輪作できるところ、例

えば、東北の我々のように水田1作しかできないほ場もあったり、中山間もあったりするのですけれども、
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その地域、地域で条件に応じて取り組める技術というのは多様にあるわけですので、それを指導できる

ような技術の冊子みたいなのがぜひ必要だなと思っておりますので、よろしくご配慮いただきたいと思

っています。 

○林座長  貴重なご意見ありがとうございました。 

 これに対して、では、課長どうぞ。 

○西郷環境バイオマス政策課長  とりまとめ骨子と申しますか、これにつきましていろいろご意見を

いただきまして、ありがとうございます。先ほどの説明のときにも申し上げましたけれども、今まで委

員の皆様から出てきた意見、例えば背景とか、考え方とか、今後の課題とかと、一応落とし込んだだけ

でございますので、本日いただきましたようなご意見等につきまして、もう1回組み直しまして、今度の

とりまとめの方向に向けまして──この小委員会のとりあえずのとりまとめというのは、最初のときに、

2月にはお願いしますなどということを申し上げましたけれども、それに資するような形で直していきた

いと思います。 

 それから、個別、個別でいろいろあるのでございますけれども、先ほど申し上げました例えば木炭な

どは、今、座長からご指摘がありましたが、この点がやっぱり先ほど申し上げましたような森林関係と

の連携が必要なところでございまして、これはもちろん国内でやるのは、林業のほうでもいいですし、

農業のほうでもいいだろうと。ただ、今度温暖化対策としてカウントできるかできないかみたいな話に

なってきますと、また別の問題がございますので、ここら辺のところは、今あるカウントの方法だとか、

例えば、木は伐採した瞬間に排出で1度カウントされますものですから、林産物の燃やしてないものをど

う扱うかというようなことについては、今はまだ議論が非常に活発に行われているところでございます

ので、そういったこととの整合性を図りつつ、いろいろ議論をしていく必要があろうというふうに思っ

てございます。 

 ○林座長  ほかにご意見、ご質問。 

 八木委員、次に渡邉委員どうぞ。 

○八木委員  もしかしたらきょうの議論の範囲内ではないかもしれないのですが、1つ意見を述べさせ

ていただきたいと思います。 

 昨年農水省から出されました「地球温暖化戦略」、その柱は3つありまして、1つは緩和策、もう1つは

適応策、3番目が国際協力、貢献だったと思うのです。この3番目の国際協力の部分が、この委員会でど

う扱ったらいいのかということなのですね。農業農村整備のほうの委員会のご報告では、最後に「国際

貢献策の展開方向」ということで示されているのですが、これは、私はこれからの日本にとって非常に

重要な問題だと思うのです。1つは技術として、例えばＣＤＭとして温暖化防止の観点からは、途上国で
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の温室効果排出にも貢献できるし、我が国の利益にもなるということで、1つは技術という問題があると

思います。 

 もう1つは、日本がこれは世界に誇るべきだと思うのですが、これまでの、あるいはこれからの農業政

策そのもの、つまりほかのアジアの途上国へ行ってみて、都市と農村の格差は大きいのですけれども、

それ以上に、そこから我が国の農村を振り返ってみますと、日本の農村が美しいことをすごく誇りに思

っているのです。それは技術だけではなくて、これまでのいろいろな取り組み、政策、あるいは行政と

農家、現場の組織づくり、そういったものすべて含んだ、ひっくるめたパッケージとしてのやり方だと

思うのですね。そういったものを技術と一緒に、特にアジアの我が国と同じ水田農作を基本とするよう

な国に技術移転できれば、これは非常に大きな国際貢献になると思うのです。ですから、この技術とシ

ステム、それを今後ぜひ考えていただきたいと思いますし、ことしの洞爺湖サミットでも、これが我が

国の農業分野での貢献ということで大きくいえるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。 

○林座長  ありがとうございました。 

 続きまして渡邉委員。 

○渡邉委員  他になければ、何度も補足しましたけど、最後にもう1回補足とお願いをしたいと思いま

す。 

 先ほども少し議論になりましたが、こういうようなことを検討して具体化するときに、だれが何をど

うしていくかということの整理と連携が必要だというのは、先ほどまとめを報告させて頂いた私が担当

した検討会でも随分議論させていただきました。その中で、農業農村整備についてですが、やはり国が

すべきこと、都道府県がすべきこと、私どものような研究者がすべきこと、そして現場で直接維持管理

あるいは建設にかかわっていらっしゃる土地改良区等の関係の方、そういう方に基本的にどういうこと

をしていただきたいかというようなことを検討会では議論しました。その検討は農村振興局長に対する

意見ですから、そういうことを踏まえて、国はどういうことをされるかという検討を進めていただきた

いと考えました。その中で、やはり農業者を含む国民全般にわかりやすい説明をしてほしいというふう

にお願いしたつもりですので、それを受けとめて頂いた上でやっていただくのだろうと期待を申し上げ

ます。 

 それから、「遅くとも5年以内に取り組みを開始する」というところも随分議論になりましたが、私ど

もは、もちろん「ぼちぼちやってください」と申し上げたわけではなくて、一部には、2年ぐらいしない

とデータが出てこないようなものを含めて技術開発するというようなことも入っていて、「すぐに始め

てください」とは申し上げにくいことも実は含まれていたのです。一方、もう既にもうやっていらっし

ゃることも実は書いてあるのです。そういうようなバラエティーの中で、ああいう表現になったという
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ことなのです。ねらいとしては、もちろんできるだけ早くしていただきたいということで書いてありま

すし、そういう形で提出しました。これはもう提出していますので、農水省ではそれを受けとめて対応

を進めていただけるだろうと、報告をまとめた者としては希望しているところです。それをつけ加えさ

せていただきます。 

 以上です。 

○林座長  ありがとうございました。 

 さっき、しきりにアダプティブ・マネジメントを強調されていますので、その心はそこでわかるので

はないかなという気はいたします。 

 ほかにないようでしたら、予定の時間より少し早いのですが、これで終わらせていただきたいと思い

ます。 

 最後、課長のほうから何かありますか。事務局としてお話しいただいた後、きょうは、新たに官房長

になられました岡島さんから、最後にごあいさついただきたいと思っております。 

○西郷環境バイオマス政策課長  それでは、次回までに、とりまとめに向けまして基本的にこの小委

員会でも、最初のマンデートと申しますか、いわゆる温暖化防止のために農業はどの程度貢献ができる

か、もっと具体的にいいますと、農地は吸収源としてどのように評価できて、どのようなことを講じて

いくべきだろうか、その知見を集約するということでございますので、その範囲の中で、今のご意見を

踏まえましてとりまとめの案をつくってまいりたいと思います。 

 それから、きょう２人の委員からご報告いただいたことにつきましても、各局の研究会ということで

ございますけれども、これは省としての審議会でございますので、それにインプットいただいたという

ことで、今後、省全体の課題といたしまして調整をとって、反映できるところは反映していくというこ

とで作業を進めたいと思っております。国際協力につきましても、その範疇の中で書けることは書いて

いきたいと思います。 

○林座長  ありがとうございました。 

 それでは、最後に、岡島官房長からごあいさつをいただきます。 

○岡島官房長  本日は、本当にお忙しい中ご出席いただき、幅広いご意見を賜りましたこと、厚く御

礼申し上げます。 

 昨年末のバリ会合で、ポスト京都に向けたスケジュールが決定して、これから世界各国の議論が本格

化すると。そうした中で、次期枠組みのルールづくりの作業において、やはり新たな提案、実行という

のが求められてくる、必要になってくるということだと思います。 

 本日の小委員会でもご報告させていただきましたけれども、早急に国内の議論のとりまとめを行い、
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世界各国におくれをとることなく交渉に臨む体制を整えなければなりません。また、これからの農業の

あり方を考える上でも、このような地球環境という視点からの検討は必要であると考えております。 

 今後も委員の皆様のご意見をちょうだいしながら検討してまいりたいと考えておりますので、引き続

きよろしくお願いいたします。本日は、どうもありがとうございました。 

○林座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、これにて閉会いたします。 

 

                                 ──了── 

 

 

 


