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第７回農地・水・環境保全向上対策第三者委員会

議事録

１． 日 時 平成２２年６月２５日（金曜日）１４：００～１６：００

２． 場 所 農林水産省三番町共用会議所大会議室

３． 出席者 別紙のとおり

４． 議事録

定刻になりましたので、ただいまから第７回農地・水・環境保全○矢野農地資源課長

向上対策第三者委員会を開催させていただきます。

議事に入ります前に、事務局よりご報告申し上げます。これまで第三者委員を務めてい

ただきました丸山淳一様がご公務のご都合により退任されまして、代わって坂本裕寿様に

委員をお願いすることになりましたので、ご紹介をいたします。よろしくお願いします。

よろしくどうぞお願いします。○坂本委員

なお、本日は、曽根原委員、松本委員がご都合により欠席でござ○矢野農地資源課長

います。

それでは、開会に当たりまして、吉村農村振興局長よりご挨拶を申し上げます。

こんにちは。農村振興局長の吉村でございます。委員会の開催に○吉村農村振興局長

当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様方には、ご多忙にも係わらずご出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。農地・水・環境保全向上対策につきましては、本年度で４年目を迎えることになり

ました。この委員会も今回で７回目ということになります。委員の皆様方からは、これま

でも対策の推進に向けて貴重なご意見を賜って参ったところでございます。この機会をお

借りして、改めて御礼を申し上げたいと思います。また、今回から、先ほどご紹介ありま

した坂本様に新たに委員をお願いすることになりました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

さて、前回、３月のこの委員会でもご報告申し上げましたように、新たに策定された食

料・農業・農村基本計画においても記載されていますとおり、この対策につきましては、

今年度、中間評価を実施するということにいたしております。このため今回を含め、８月

までに何度か委員会を開催させていただいて、中間評価を取りまとめていただきたいと考

えております。

そういった中で、今回はまず事務局から中間評価の進め方についてご説明させていただ
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き、さらに具体的に本対策において取り組まれている共同活動や営農活動の実施状況と効

果についてお示ししながら、ご議論をお願いしたいと考えております。

先ほど申しましたとおり、今回を含め８月までに頻繁にこの委員会を開催させていただ

くことになると思います。委員の皆様方にはその都度、大変お忙しい中、お時間を頂戴す

るということになりますけれども、何とぞご理解のほどをお願い申し上げます。

また、本日は忌憚のないご意見を賜りますようにお願いを申し上げまして、私の冒頭の

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。○矢野農地資源課長

それでは、ここからは三野座長に進行をお願いしたいと思います。三野座長、よろしく

お願いいたします。

それでは、早速でございますが、お手元の議事次第に従いまして進めてい○三野座長

きたいと思います。

まず、議題によりますと （１）の中間評価の進め方について、それから（２）の実施状、

況について （３）効果の検証について （４）その他とございますが （１）から（３）に、 、 、

つきまして、お互いに関連しておりますので、説明は一括してお願いしたいと思います。

それでは、事務局より説明をお願いいたします。

（資料に沿って説明）○田中農地・水・環境保全対策室長

（資料に沿って説明）○松尾農業環境対策課長

ありがとうございました。○三野座長

本日の資料について、お互いに関連しますので全体を説明いただきましたが、これから

は少し区切ってご質問、ご意見をいただきたいと思います。

それでは、ただいま説明がありました内容のうち、まず資料１、２の部分、大きな進め

方と評価の枠組みでございます。内容につきましては、次にいろいろご質問、ご議論をい

。ただければと思いますが、まず資料１についてご意見、ご質問をお願いしたいと思います

、全体を一気に流していただきましたので、少し消化不良のところもあろうかと思いますが

議論をしながら理解を深めていければと思います。いかがでしょうか。まず枠組み、ある

いは今後の進め方でございますが、何かご質問ございますでしょうか。

資料１は、基本的な考え方と委員会の開催予定、特に基本的な考え方では、２つ目の丸

にありますように、視点ごとに効果の検証をしていく、その視点を整理いただいたもので

ございます。
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それから、資料２につきましては、それを大項目、中項目、それから各委員会の回数に

対応させて整理していただいております 。。

○ すみません、ちょっと教えていただきたいのですが、２－１の表のその他星野委員

のところ （２）番に、道府県ごとの第三者委員会の評価というのが入っていて、これは前、

回の委員会でご指摘されたように思うんですが。この中間評価では活動組織がこの事業に

よっていかなるパフォーマンスを出しているかという側面の評価がもちろん中心になるん

ですけれども、それを支援をする団体に対する、これは評価という言葉がいいのかどうか

わからないですけれども、点検等といったようなことが、この第三者委員会以外の主体に

関してもあり得るのではないかなと思いました。具体的には、やはり直接支援を行う市町

村であったり、あるいは県であったり、そして地域協議会、そういった主体というのは特

に評価の対象に入れる必要はないのでしょうか。

その辺、事務局、いかがでしょうか。○三野座長

ただいまのご指摘につきましては活動組織以外の○田中農地・水・環境保全対策室長

この対策に関わっておられるそれぞれの団体、組織等の評価というようなことと理解して

おりますけれども、今回、この評価を進めるに当たりまして、各組織に対してそれぞれご

意見等、アンケート調査等でいただいてきております。ただ一方、協議会あるいは市町村

そのものをどのように評価するかというのはなかなか難しいこともございまして、そうい

ったアンケート等を通じて、いろいろ課題等をお互いにご指摘いただいているところもご

、ざいますので、次回の事業の仕組みのところでご報告させていただけるところについては

ご報告させていただきたいと考えております。

いかがですか、星野委員。次のご説明の段階でもう一度ご説明いただける○三野座長

と思いますが。

はい。わかりました。○星野委員

その他はよろしいでしょうか。それでは、一応、資料１の大きな評価の枠○三野座長

組み、あるいは基本的な考え方、進め方につきましては、また後ほど何かございましたら

ご質問頂いたら結構かと思いますが、次に進ませていただきたいと思います。

続きまして、資料３から５、それから参考資料の部分につきまして、ご意見、ご質問を

いただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、お願いいたします。

ここでお示しいただいたデータは、どれもとても意義が大きいものだと思○鷲谷委員

うんですが、それの解釈について話をされるときに、もう少し統計的にどのぐらい有意か
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どうかという。ここに有意性を示さないにしても、それについて気を配りながら説明をし

ていただいたほうがいいかなと思います。

例えば、３－12ページについて、活動面積規模別の各団体の参加割合について話をされ

ていたとき、土地改良区、ＪＡは面積規模に応じてというのは、きっとこれに関しては統

計的に有意性があると思うんですが、一方、自治会、子供会というのについても、この規

模で多いという表現をされていましたけれども、恐らくそれに関しては余り統計的には有

意ではないのではないかと思うんですね。はっきり結論で、何々につれて多くなっている

とか、何々では多いというような表現をされるときには、その点にも若干注意を払われた

ほうがいいかとも思いました。

これは、これからの資料の整理の段階で、いろいろそういうことにも十分○三野座長

配慮していただきたいということかと思いますので、事務局で十分考慮していただければ

と思います。

今ご指摘があった件に関連するのですが、例えば、営農活動支援のところ○坂本委員

のご説明で、３－17になりますけれども、共同活動支援があって、その上にさらに営農活

動の支援もやっていると。この占める割合のところのご説明が、例えば5.3％であると。5.

、3％になっていて、例えば取組は7.5万ヘクタールありますと。ここで、この数からすると

やはり極めて少ないんじゃないかと思うんですけれども、そういったときの評価が、まだ

これは論点を整理しただけですけれども 「とどまっている」という言葉をお使いになって、

いるのは、やっぱり少ないんだなというニュアンスが出されているのかなと思います。や

はり、例えば制約要因なんかの指摘もアンケートなんかもされています。そういったのを

拝見すると、どのあたりまでこの政策を誘導する効果があるのかといったところを、これ

から報告をまとめていく段階に当たって、やはり言葉の選び方といいますか、そういった

ところも含めてきめ細かくやっていったほうがいいように思います。

関連して申し上げると、例えば、他の環境に対する効果というところも縷々ご説明があ

りましたけれども、例えば、生態系や水質に対する、この対策を導入したことによる効果

という説明がありました。それだと、例えば40％から48％に上がっていると。水質ですと4

4から54％に上がっていると。これは、ここにも書いてありますが、かなり定性的なもので

あると。ですから、40から48に上がったから、この環境面でかなり効果があったんだよと

いうような評価までやっていいのかどうか。確かに 「景観」ですと32から85と。これはか、

なりの比率があると思います。そうした評価のここに書いてあるのを拝見すると全般的に
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よくやっていると。この制度はかなり効果が上がっているんだよということをやはりお示

しになっている、ご説明になっていると思うんだけれども、そうではない制約要因のとこ

ろも含めて、まだまだこれから足りないんだという意識をまず前提に持って、いろいろな

分析あるいは報告書の原案の作成といったものに当たっていくほうがよろしいんじゃない

かと、そういう印象を持ちました。

一応コメントということで、特にお答えいただくことはございますでしょ○三野座長

うか。

すいません、では先ほど言った5.3％の評価というのは、予想外なのか、あ○坂本委員

るいはこの程度なのか、まとまりのところの要因、制約がありましたけれども、どういう

ふうに受けとめていらっしゃるかというのを教えてください。

いかがですか。○三野座長

5.3％という量は、必ずしも多い面積である○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐

とは考えておりませんので、今後とも拡大を進めていきたいと考えています。

ただ、一方で、共同活動に比べますと、営農活動については 初の普及は若干遅れたの

かなと。共同活動は初年度目から相当取組が進みましたけれども、営農活動はやはり徐々

に定着して、技術なりが皆さんから認知されるようになって、これならうちでもできるか

もという形で、一定程度面積は毎年伸びていますので、引き続き拡大して参りたいと思っ

ています。現状、これでもう十分だとは考えてはおりません。

木村委員、お願いいたします。○三野座長

今のところにも関連するんですけれども、ご指摘もあったように、5.3％と○木村委員

いうのは決して高くない。だけれども、それなりに効果が期待される結果も示されている

というふうに私は捉えたいと思っています。これまで、何回か指摘もあったんですけれど

も、営農活動支援という環境負荷を低減するのに効果のある技術を導入することに対する

支援に取り組むためには、まとまり要件が必要な１階部分がないとできないという、この

制度の仕組みがあります。本来、そういう点でまとまり要件を備えて展開するのには、一

番やりやすいのはやっぱり水田地域であり、実績も水田地域が多いんですけれども、その

、一方で、特に例えば施肥とか、あるいは農薬とか、そういったものをたくさん使っていて

環境負荷の低減効果が一番求められるような野菜作ですとか、その他のものが、要するに

まとまり要件があって、１階ができないと２階は取り組みにくいということはアンケート

調査でもよく指摘されていたと思います。ですので、農地・水・環境保全向上対策の環境
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保全のところの一方の要因である農地からそういった負荷を出さないための展開には、そ

ういったところが取り組みやすいような仕組みに持っていくということが重要な点だと思

っております。

それが本当に制度上のいわゆる１階、２階が一緒にないといけないということが大きな

問題であるとしたら、そのこと自体はもっと考えるべきなのかもしれません。

確かに、以前からこの辺はよく議論に上がっているところかと思いますの○三野座長

で、今回の中間評価ではかなりその辺の点は突っ込まなければならないのではないかと思

いますが、目標、目的というのが、やはりこの農地・水・環境保全の場合には、営農活動

そのものを支援するという目的とはちょっと若干違うところ、非常にわかりにくいところ

かと思いますが、その辺で目標・目的というのを少ししっかり整理いただいた上でその辺

を評価していかないと、少しいろいろな意味で誤解を招くおそれがある。これは前から指

摘されているところで、なぜ２階をつくったかというあたりも 初からくすぶっていると

ころでございますので、中間評価の段階ではその辺はかなりしっかりしていかなければな

らないような気が私個人としてはしておりますので、木村委員のお話も多分その辺のこと

ではないかと思います。

その他何かございますでしょうか。

資料５の５－10ページに有機栽培をしても、なかなかその価値が価格には○阿南委員

転嫁されていないということが出ています。その前の５－９では、堆肥が増えたか、増え

ないかということを聞いているんですが、ここの回答として、２つ目に化学肥料の価格が

上昇したとあります。なので、恐らく堆肥を使ったほうが低いコストで農産物が生産でき

るということを言っているのかと思ったのですが、５－10のところで価格が高くなり、低

コスト化につながらないというのは、実際、有機農業をすればコストは安くなって、価格

メリットというのでしょうか、そんなに上がらなくても農家の収入にはなるんじゃないか

と思いました。このデータの見方について、その辺、実際はどうなんでしょうか。

、○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐 資料が前後しますけれども、資料２－７に

営農活動支援の仕組みを載せております。支援水準の考え方を整理しているものですが、

右側の図表の中に慣行と先進的取組ということでグラフを載せております。こちらは経費

に着目して整理したものですが、ご指摘いただいたとおり、肥料や化学合成農薬等の経費

、自体が下がっていくということで、資材費の経費が下がる部分があるのですが、堆肥自体

場合によっては化学肥料よりも安い場合もありますけれども、堆肥になると撒く量が増え
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るということで、それだけ労力がかかったり、また農薬を使用しないということで、場合

によっては草刈りも除草剤を使わないことで、機械除草なり、手で草を刈るというような

ことで、代替技術を導入することによって経費が余計多くかかります。環境に優しい農業

を導入することで余計にかかる掛かり増し経費の部分に着目して支援を行うという仕組み

になっておりますので、必ずしも５割低減の取組をしたからコストが下がるというもので

はございません。

とにかくいろいろな労働費用だとか、そういうものを入れたら割高になる○阿南委員

ということ。それははっきりしているんですね。そうしますと、それは補助があるからや

ったということなんですね。

その掛かり増し経費を支援することで、大○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐

体、収益的にはとんとんであろうと考えています。多少、販売価格が上がっていますけれ

ども、逆に肥料なりを減らすということで、収量は下がってしまうことが多いので、粗収

益で見ればとんとんであろうということです。農家さんから言われるのは、労力に見合っ

た高い価格で売れたら、この支援がなくてもいいんだけれども、今の状態では、やはり支

援の後押しがあるのはありがたいというようなお言葉をいただいております。

実質、生産費は高いわけですか。○阿南委員

そうです。この対策を導入する前に農業経○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐

営調査を行い、その結果に基づいて支援単価を設定しております。

わかりました。○阿南委員

その他何かございますでしょうか。○三野座長

まず、資料の取りまとめについて２つ、こういうことができないかという○中嶋委員

ことをコメントしたいんですが、１つは、時間的経緯を載せていただければと思ったんで

す。毎回この資料を見たときに 「今年はこういう値でした」というのだけが出ていて、ど、

ういう形で伸びているかとか、もう大体伸びが止まっているとか、そこら辺がちょっと私

自身がぴんとこなかったものですから、中間評価というときにはその経緯みたいなものを

見せていただければなと感じました。

それから、２番目のまとめ方は、地理的広がりというのもこの資料として見せられない

かということです。例えば、ＧＩＳのデータがもしあれば、どういうところにこの農地・

水の施策が入っていっているのかとか、入りにくいところはどこなのかというのが理解で

きるんじゃないかと思うんですが、これはデータベースがあるかどうかによりますので、
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可能かどうかということを教えていただければと思います。

それから、それとはまた違う観点からの質問なんですけれども、資料で言うと４－８の

ところに、遊休農地の発生防止・抑制の効果についてご指摘がありました。それで、例え

ば耕作放棄地発生防止効果の推計値というのが出ておりまして、これが1.3万ヘクタールと

いうふうに書いていらっしゃるんですけれども、これは事務局としては、大きいと思われ

ているのか、小さいと思われているのかということなんですけれども。もう少し私は大き

いんじゃないかなという気がしていたものですから、どういう推計の仕方をされているの

かということをちょっと教えていただきたいと思いました。

それから、農地の保全ということになりますと、結局、耕作放棄の防止という効果でし

か捉えられないのかという印象です。水に関してはいろいろな保全対策のあり方とか、保

全効果というのが頭出しされているように思うんですけれども、農地に関して、もうちょ

っと何か保全と意味があるんじゃないかと思って、そこら辺、何か、私も今はアイデアは

ないんですけれども、気になったところです。

それから、ちょっと長くなって申しわけありませんが、もう１点ですね。３－14のとこ

ろであります。３－14に活動時間の推計値なんでしょうか、比較値が出ておりまして、そ

れでセンサスのデータと調査したデータを比べて、その調査したものが時間が非常にかか

って長くなっていて、手間をかけて丁寧に保全活動をされているというようなご説明だっ

たと思うんですけれども、時間をかければいいのかどうかというのは、ちょっと私はわか

らなくて、その地域の状況によって、やっぱり手間が掛かるところと掛からないところが

。あると思います。それで、センサスはこれはすべての地域をカバーしているものですよね

、今回の21年調査の対象はどういうふうに選ばれて、サンプリングの仕方はどうなっていて

このセンサスのデータとこの調査のデータは比較できるものなのかどうかと。そこら辺の

やり方について確認させていただければなと思いました。以上です。

ありがとうございました。事務局からお答えいただければと思います。○三野座長

まず、取りまとめに関して、時間的経緯をデータ○田中農地・水・環境保全対策室長

でこれまでお示ししているものをまとめて一覧できるようにというご指摘と思います。ご

指摘のように、今後取りまとめに当たっては、データのあるものについては経緯も載せる

ようにしていきたいと思っております。

それから、２番目の地理的広がりを視覚的にというご指摘がございましたが、それにつ

きましては、全国になりますとなかなかスケール的に難しいと思いますけれども、幾つか
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の場所を例にとって、取組の差異があるようなところを幾つかのパターンを想定して、ど

ういったところがこの体制で取り組んでいるかというのを準備させていただきたいと思い

ます。

それから、４－８の遊休農地の発生の防止効果について、高いのか、低いのかというよ

うなご指摘があったんですけれども、まず1.3万ヘクタールというふうに今回推計したもの

につきましては、耕作放棄地の発生率が、平成17年から平成21年の間で、年間平均1.04万

ヘクタールなので、それに対する比率をかけているということなので、これは現況の比率

からすると、こういったものだと思います。

一方、中山間ですと、もう少し発生率が高いようなところもありますが、この対策の場

合は全国、平地も含めてやっておりますので、平均的な値をとっているのでこういう値に

なっています。

それから、農地の保全の効果について他に何かというご指摘をいただいたんですが、

我々もいろいろ悩んで、今の段階では遊休農地の発生防止・抑制の効果しか思い浮かんで

、いないものですから、またその辺ご指導をいただきながら、他の項目もありましたら検討

評価等を進めていきたいと思います。

それから、３－14ページの活動時間の比較ですが、例えば３－14ページの平成21年調査

の田・畑の基礎プラス農地・水向上の部分ですけれども、これは従前、全国的に一般的に

行われております水路の草刈り、泥上げに加えて、この対策で農地・水向上活動というこ

とで、施設の長寿命化に資するような取組にも新たに取り組んでいただいているというと

ころがありますので、ロスが多くなったというよりは、やはり活動の内容が増えた、充実

したと考えております。

それから、センサスとの比較ですけれども、厳密な意味で言いますと、質問の仕方ある

いは質問の定義等が若干違っているところもあると思いますので、センサスのデータがベ

。ースとして比較できるのかと言うと、そこはそういう意味では若干課題はあると思います

ただ、一方、こういったデータは他にはセンサスのデータ以外ないというのも現状であり

まして、今回、この2005年のセンサスのデータを使わせていただきました。

それから、抽出調査に関しましては、550件ということで、決して件数としては多くはあ

りません。2005年のセンサスの場合ですと、たしか11万集落あるうちの３万集落ぐらいを

抽出してやっておられるので、そういう意味でいくと、抽出調査はデータの数としては少

ない、そういうものになっております。よろしいでしょうか。
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委員長も個人として大変勉強させていただきました。わかりやすくなった○三野座長

。のですが、もともとこの施策の目標というのは、農家を直接支援するものではないですね

地域ないし共同活動というのがやはり軸になっている。そういうものを広げていくという

ことですので、そういう切り口に合う形でやはり評価もしていかなければならないような

気がします。そういう意味では、一番 初に政策の目的・目標というのはやはりしっかり

解説した上で、それにどういう形で評価をかけているかというあたりをしっかりしておい

ていただきたいと思います。と申しますのは、環境保全型の農業でも地域として対応する

ものであって、農家一軒一軒に対しては、先ほど生産局からのお話のような支援もありま

すし、いろいろな形で全体の施策、いろいろな施策がそれぞれ分担してカバーしているわ

けですので、この施策が何を狙って、どういう形で支援をしているかという目標だけはい

つもはっきりしていただきたいという気はしております。

すいません、もう１点。先ほどの堆肥と関係があるのですけれども、参考○阿南委員

資料２のところでも質問していいですか。

どうぞ。○三野座長

ここでエコファーマーについての報告がありましたが、堆肥を地域循環型○阿南委員

で畜産業と連携していくというところについて、そこにも援助をしてコストを削減するた

めの施策もとられていると思いますが、そういう報告もあったほうが、全体としては見え

るのではないでしょうか。要するに堆肥そのものをつくる、そして循環する仕組みへの参

加がどのような状況になっているのかとかが見えますと地域の共同のところが見えてくる

と思いますが、いかがでしょうか。

いかがですか。○三野座長

堆肥に限らず、地域の有機物資源、有機性資源と我々は呼ん○松尾農業環境対策課長

でおりますけれども、そういったものを循環させる施策は、この環境保全型農業の一環と

して実施させていただいておるところでございますけれども、今回の農地・水・環境保全

向上対策と直接のリンクを分析するのはなかなか難しいんじゃないか。事例として、そこ

の地域においてはこういう堆肥の取組をやっていますというものをお示しすることは可能

かもしれません。それとはまた別に、堆肥は堆肥といたしまして、全国的には今こういう

状況ですということで、またお諮りすることも可能だということだと思いますけれども。

この施策の範囲ではないということですか。○阿南委員

どちらの施策でしょうか。○松尾農業環境対策課長
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この農地・水・環境保全向上対策の事業の中身ではないということなんで○阿南委員

すね、地域循環型のそれは。

農地・水の２階の部分では、直接的な支援○橋本農地・水・環境保全対策室課長補佐

の対象になるところは、あくまでも５割低減ということで、化学合成農薬と化学肥料を５

割以上低減していただくというところをまずやっていただくと。ただ、それをやるために

は、当然、適切な代替技術を入れてやってくださいということで、その一つとして堆肥を

、施用する場合があるということです。効果の評価として不十分とのご指摘だと思いますが

先ほどの資料の５－９ページで、この地域で生産される堆肥の施用量が増えたかどうかと

いうことを整理しています。地域で生産される堆肥ということであれば、地域の畜産の関

。係であったり、それ以外の未利用資源なりを活用して堆肥生産が増えたと推察しています

さらに地域での堆肥の施用も拡大しているということですので、直接的な耕畜連携がどの

程度進んだかということの表現には不十分かもしれませんけれども、恐らくそういった部

分も進んでいるであろうと、地域の資源循環も進んでいるであろうということで、お示し

させていただいているものでございます。

若干ご説明が足りなかったんですけれども、先ほどの化学肥○松尾農業環境対策課長

料の減らし方というのは、事務局からご説明がありましたように、堆肥で代替させるとい

う方法の他に、ちょっと専門的になるんですけれども、肥効調節型肥料といって、肥料の

効かせ方に周期性を持たせて、ずっと肥料の効果が出ないようにするようなものとか、そ

れから局所施肥と言って、根っこのすぐそばに撒くということで、無駄をなくすというこ

とで、減肥効果が表れるという技術もございます。そういったことで、今回、この対策に

取り組まれている方はそういった技術も活用されているということで、必ずしも堆肥がす

ぐ肥料の減らし方の技術になっているわけではないというようなことだということでござ

います。

堆肥の利用は化学肥料の５割削減の手段として多く使われている。○木村委員

堆肥に関しては、施用当作に肥料として効くのは一部であるため堆肥を入れることによ

って化学肥料を減らしても総施用量は増えちゃうんじゃないかというような懸念もあった

わけです。それに対して、５－４ページのような、どれだけ全体を網羅しているかという

のはまだ調べる必要があるかもしれませんけれども、この事業の取組の中で実際に農家さ

んがやられている中では、地域のこれまでのやり方よりも、総量は少なく、だけど堆肥は

それなりに利用している実態が現れている。だから、地域の堆肥を使って、環境にあまり
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負荷を与えないやり方で進めていこうというのが達成すれば、この事業の中の非常に大き

なメリットとして評価されるんじゃないかと思っています。

５割削減というのはものすごく大きな数値で、それを達成するのは大変なんですけれど

も、税金を使ってやるためには、ある程度明確な数値を出すことが必要でしょう。そのと

きに堆肥を使いながらも総施用量が減っていく中でうまく作物を作ることはしっかりと支

援をしていくというのがこの施策中で位置づけられていることが重要と思っております。

ただ、この試案をいろいろな方が見られたときに、今お話しのようないろ○三野座長

いろな混乱が出ますので、もう少しわかりやすく説明いただくということは大分評価とし

ては重要なことですよね。一々こうして説明しながら評価を発表するわけではないと思い

。ますので、その辺はできる限りわかりやすく整理いただくということも大事かと思います

先ほどの座長のご指摘にも関係するんですけれども、今日の回はまだ実態○宮城委員

の数値を報告するところが主になっているので、余計そうなんだと思うんですけれども、

やはり政策としての効果を評価するということになると、目標に対してどうだったかとい

う評価がすごく大事になってくるかと思うんです。そのときもちろん政策効果が実現した

かということももちろんあるんですけれども、その中で、定性的でないけれども、定量的

に例えばカバー率をどのぐらいまでを想定していたかというようなことは、ある程度量的

に出せる数字もあると思うんですね。ですから、この次の委員会、あるいはもう一回次に

なるかと思うんですけれども、想定されていた定量的な目標に対してどこまで届いたかと

いうのを、先ほど時間的な経過というお話もありましたけれども、中間報告ですので、そ

れが一つやはり今回の中間報告では出せるといいなと思うんですが、すべては無理だと思

うんです。ですけれども、量的に５年間でこのぐらいまで伸ばせるはずだと思っていたも

のがどのぐらい伸びたか。そういう評価があればいいと思います。

それからもう一つ、この農地・水はやっぱり結構幾つか目的が絡まっていると言います

か、複雑なところがありますけれども、目標と 初はしていなかったんだけれども、意外

と副次的な効果でこういうものがありましたという部分も、私はこの間の報告を聞いてい

て思うところが幾つかあるんですね。それはやはり政策評価するときにもちろん政策の目

標に対してどうだったかという評価があるんですけれども、目標としていなかったけれど

も、こんな効果がありましたという部分もやはり、中間報告段階はある程度明確に打ち出

しておいてもいいのではないかという気がしているので、これはこのあと２回の委員会の

課題になるのではないかと思うので、ぜひよろしくお願いします。
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大変貴重なご指摘かと思いますので、あとまだこれから委員会がございま○三野座長

すので、その視点で整理もお願いしたいと思います。

先ほどの三野先生のご指摘にもちょっと関連するんですけれども、事務局○坂本委員

に一つお願いがあります。私もちょっと不勉強なもので大変恐縮ですけれども、いろいろ

農水省の方にご説明をお聞きしたりしていて、まずこの事業というのは非常にたくさんの

メニューと政策効果を期待するとしてつくられたように思います。ですから、今回の場合

も１階建てと２階建てのところがどういうふうになっているかというのを個別に、かなり

パーツにわたってご指摘、あるいは評価をされていると思います。これを一読して、一読

と言いますか、そういった予備知識がない人が見ても、かなりわかりにくいというふうに

思います。ですから、例えば、今回も、次回、地域のつながりを通じた農村地域の活性化

というところが一つ評価を、ご説明があるようですけれども、今回、例えば農地あるいは

施設の保全がどうなっているか、それから要するに環境に優しいと言いますか、それはど

うなっているか。もう少しここまで細かく落とすちょっと中間まとめのような項目に、こ

れはこういう効果があると思われるとか、そういうおまとめになったようなものをまず見

せていただけないのかなと。そしてさらに下のほうに入っていくと、理解がかなり深まる

というふうに思います。実際の中間報告をされるときは、もちろんそういった総括的なこ

ともお書きになると、まとめるということになると思いますけれども、次回の委員会でも

結構なんですけれども、そういったものを対外的に公表していく上で、国民がどこまでこ

の事業をわかりやすく示されるかというところが 大の目的だというふうに思います。で

すから、それの理解に資するようなものを用意していただければと、ちょっと個人的なお

願いで恐縮なんですけれども、思います。以上です。

ありがとうございます。○三野座長

大きな評価の 初の進め方と評価項目は確かにこれはこれでしっかりされていると思う

のですが、解釈のあたりでその辺がこれから出てくるかと思います。できる限り厳密な評

価と同時にわかりやすい形をお願いしたいと思います。

大体どの資料も対策前と現在の比較というもので取りまとめをされている○中嶋委員

んですが、言うまでもなく、こういう政策の評価は「ありせば・なかりせば」で比較をす

るんだと思うんです。ですので、この農地・水が入っていない地域が時間的にこの５年間

でどう変わったかということと、農地・水が入った地域がこの５年間でどう変わったかと

いうことの比較ができれば本来一番いいということは多分考えていらっしゃると思うんで
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す。それをまた調査するのは非常に大変なので、すべての項目にわたってそれを徹底しろ

というのは難しいとは思うんですが、ただ一部は多分ご準備されている部分もあるんじゃ

ないかと思いますので、そういった点、検証できたものについては、できれば資料として

出していただければありがたいなというふうに思う次第です。

大変深い意見ですが、できる限りそれに沿うような形でお願いしたいと思○三野座長

いますが、今、中嶋委員もおっしゃったように、調査自身が非常に難しい問題を含むかと

思います。できるものはやっていただければというような気がいたします。既にお持ちの

資料もあろうかと思いますので、もう一回見直せばいろいろあるかもしれませんね。

今、先生がおっしゃったような視点も非常に重要○田中農地・水・環境保全対策室長

なことだと思っております。ただ一方で、対策を取り組んでないところに対して、実施し

ているところと同じような質問を投げても、なかなか理解が進まないので、思ったような

答えが返ってこないという性格のものでありますので、背景の情報としましては、先ほど

例えばセンサスのデータを使わせていただきましたけれども、そういった全国的にあるよ

うな調査が活用できれば、それも含めてまとめてお示しできるようになればご説明させて

いただきたいと思っております。

窒素を巡る基準に関する国際的な、科学的な動向と、それから、先ほどの○鷲谷委員

説明の中でも強調されていましたが、カバープランツに関する懸念と２つ発言させていた

だきたいと思います。

、化学肥料半減という非常に大変な目標ということなんですけれども、どこまでが限界か

地球環境という視点から見て、どのぐらい窒素の人為的な集積というのがあっても、持続

可能かという観点からの評価、そちらについてもある程度にらみながら、これからどうい

うことをしていかなければいけないのかを考えておかなければならないと思います。

昨年、ロックストロームら29名のさまざまな分野の研究者が、共同研究の成果としてネ

イチャーに発表した論文があります。それは人為的な環境への負荷が、今、非常に大きく

なり、変動が大きい状態になっているんですけれども、サブシステムに分けて科学的な知

見からの限界値というのを考え、それと現状がどうなっているか、その関係について分析

したものです。既に限界を超えてしまっているものとして人為的気候変動、いわゆる日本

で温暖化と呼ばれている現象ですね。それと生物多様性の損失と、それからもう一つが窒

素の集積です。窒素の集積に関しては、現在、大気中の窒素が毎年１億2,000万トン、人為

的に固定されて、それが化学肥料として農地に撒かれているんですが、詳しくどうやって
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限界値を決めたかというと長い話になりますので、割愛しますが、限界値は3,500万トン。

ということは、ほぼ限界値の４倍以上、毎年窒素を生物が利用可能な形にして農地を介し

。て環境に拡散させてしまっているわけですね。これから国際的な議論がどうなっていくか

そういうことは必ず国際的な議論にも影響を与えていくと思うんですけれども、そうする

と、世界平均で４分の１に減らさないといけないと。リンについても限界値が設定されて

いますが、リンと窒素というのは、作物が育つ上でバランスが必要ですから、窒素の限界

値に近づける努力をしながら、それと見合う形できっとリンというのも減らしていくよう

になるんじゃないかと思います。従来やってきたことから見て半減というのはすごく厳し

い目標で、農家の方も随分努力されていると思いますし、政策に関わる方もかなり思い切

ったことをやっていらっしゃる気持ちでいらっしゃるとは思うんですけれども、これから

の目標というのがそういうところにいく可能性も見据えて進めていくことが必要と思いま

す。

それから、もう一つ、カバープランツに関してなんですけれども、カバープランツは環

境の観点から推奨するような面がこういう会議でも強く出ていますが、環境負荷について

の認識が農業サイドでは十分ではないのではないかという印象を持っています。もちろん

在来の地域植物が使われるのであれば何ら問題はないんですけれども、大体カバープラン

ツとして導入されているものが外来種なんですね。それで、カバープランツという使用目

的から考えても、侵略的な外来種の予備軍になるようなものが少なくないんです。河川水

辺の国勢調査という生物相の調査が５年ごとに行われていて、川についてはかなり植物相

などもよくわかっているんですけれども、どうやらカバープランツが逸失したために、河

川域に入ってきて増えているように見えるものがあります。例えば、ナヨクサフジという

植物がございますが、少し前から使われているカバープランツだと思います。そういうも

のが出てきたりしていますので、安易に外来種を導入しない、それより優れた生物資源が

地域にあるはずですので、地域のものをカバープランツとして使っていくという視点が重

要なのではないかと思います。ホテイアオイとか、ボタウキクサも水質浄化植物として農

業関係の政策で導入が推奨されたわけですけれども、今はもう完全に侵略的な外来種とし

て水域で猛威をふるっていて、生物の多様性に影響を及ぼすものであるだけではなく、対

策のためにかなり税金が使われています。導入のために推奨して税金を使い、今度はそれ

が問題を起こしたときに税金で取り除くという、こんなばからしいことはないと思います

ので、生物を何か導入するとか、作物みたいに農地でしっかり管理されるものだったらい



- 16 -

いんですけれども、逸失したり、野生化するおそれのあるようなものを使うときは、使う

前にしっかり評価をしてから進めるという手順が必要なのではないかと思います。

前から鷲谷先生のお話を常々も参考にさせていただいているのですが、○三野座長

この農地・水・環境保全向上対策で草刈りが広がったと。これは鷲谷先生自身も大変評価

されて、すばらしいことではないかと。そういう趣旨のこともいろいろな形でこの事業そ

のものの効果として別の角度で評価されるかもしれませんし、そういう点でもしっかりと

整理をいただければと思います。

今のご指摘にも関わるかもしれませんけれども、今回の対策、例えば営農○木村委員

活動支援では、化学資材の５割削減というところが目標になってきたんですけれども、先

ほど農業環境対策課長が今後の環境保全型という点で、今ご指摘のあった地球環境の話で

すとか、生物多様性ということにかなり触れていましたが、一方では、施策評価の物差し

としてどういうふうに使っていくべきかということに対する科学的な評価が必ずしも定ま

っていないものもあって、研究途上のものもあります。ただ、これまでやってきた資材の

５割削減だけでなくて、地球環境あるいは生物資源の多様性の保全も視野に入れたものを

この施策の中に期待したいというような趣旨だと思います。そこの施策はそれを活かせる

事業なのかもしれません。ということで、研究動向を見ながら、科学的な指標を物差しと

して支援の対象にしていくというのは、次に向けて模索していくべきだと思うんですけれ

ども。その辺に関して、指標になるような、あるいは何か具体的によりどころになるよう

。なものを農業環境対策課等でお持ちかどうか、もしあればお伺いしておきたいと思います

いかがでしょうか。簡単に説明いただければありがたいのですが。○三野座長

、○松尾農業環境対策課長 ご指摘の点でございますけれども、今のご指摘の技術ですね

どのような効果があって、どれぐらい農家のコストに影響があるのかといったような調査

をやってきましたが、今年度から補助事業で実施しようとしているところでございますの

で、これはまた次のステップの検討に参考にさせていただくという予定でございます。

ありがとうございました。○三野座長

ちょっと時間のほうが大分おしてまいりました。お一人かお二方か、ご質問、ご意見を

いただいて、とりあえず今回の委員会は閉じさせていただきたいと思いますが、何か特に

ご指摘をいただくことはございますでしょうか。

それでは、時間がまいりましたので、本論部分についての議論はこのあたりにしたいと

思います。事務局におかれましては、本日の議論を整理した上で必要な検討を進めていた
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だければと思っております。

その他、事務局から何かございましたらお願いいたします。

次回の第８回の委員会でございますけれども、７○田中農地・水・環境保全対策室長

月下旬の開催を予定しております。詳細につきましては、改めて事務局のほうからご連絡

させていただきますので、よろしくお願いいたします。

次回の件につきましては事務局で調整いただくということで、よろしくご○三野座長

協力のほどをお願いいたします。

それでは、以上で本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。進行を事務

局にお返ししたいと思います。

三野座長、どうもありがとうございました。○矢野農地資源課長

本日は貴重な多くのご意見をいただきまして、まことにありがとうございました。次回

以降も引き続きご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。

これをもちまして、本日の第７回農地・水・環境保全向上対策第三者委員会を閉会とさ

せていただきます。どうもありがとうございました。

――以上――


