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取組事例（抜粋版）
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＜北海道＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組
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カバークロップ（緑肥）の作付け
主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付け
する取組

 実施面積：6,735ha（29年度実績）
 実施件数：82件
 実施地域：十勝、上川、空知、オホーツク、石狩等
（取組の多い市町村：幌加内町、芽室町、音更町、
長沼町、美唄市 等）

 開始年度：平成27年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

緑肥（えん麦）の細断 緑肥（えん麦）のすき込み

本交付金の創設以前から当該取組は実施さ
れていたが、平成27年度以降、本交付金の普
及が進んだことで、取組件数及び取組面積が
拡大している。

道内全域でのカバークロップの取組面積は、平
成27年度4,467ha、平成28年度5,720ha、
平成29年度6,735haと、年約2割増しで推
移しており、十勝、オホーツク等の畑作地域、上
川、空知等の水田地域において、主作物は麦
類、豆類、そば等において取組が行われている。

平成29年度の実施件数は82件であり、全体
実施件数131件のうち約6割において取り組ま
れている。

単位あたり
温室効果ガス
削減量

(t-CO2/年/ha)

実施面積
(ha)

温室効果ガス
削減量

(t-CO2/年)

2.61 7,792 20,337

平成29年度に、土壌のCO2吸収「見える化」
サイトを用いた調査を道内59件の支援対象
者において実施。調査の結果、カバークロップ
の取組における単位あたり温室効果ガス削減
量は2.61t-CO2/年/ha、実施面積を考慮し
た削減量は20,337t-CO2/年と、道内の取
組で最も高い結果となった（1年あたりで
自動車8,842台分のCO2削減に相当）。

カバークロップの取組の効果が高い結果となった
要因としては、取組による単位あたり温室効果
ガス削減量及び取組面積が他の取組に比較
して最も多いことによるものと考えられる。

本取組の面積は、平成27年度から、年約2割
の増加率で推移しているが、本道の作付面積
に対しては一部での取組である。

本道においては、「北海道クリーン農業推進計
画（第６期）」等に即し、土づくりを基本に、
化学肥料や化学合成農薬の削減割合を高め
るなど、環境保全の効果が高いクリーン農業の
取組を推進していくこととしているため、今後とも、
全道各地において本交付金の活用による取組
の推進を図っていく。

【今後の方向性】



＜北海道＞ 生物多様性保全に効果の高い取組
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フェロモントラップと耕種的防除を組み合わ
せた害虫防除
水稲の栽培期間中にフェロモントラップによる害虫（カメムシ）
発生予察と耕種的防除（害虫発生源となる畦畔の雑草を機械的
方法により刈り取り）を組み合わせた防除技術を導入する取組

 実施面積：3,029ha（29年度実績）
 実施件数：31件
 実施地域：空知、後志、石狩等
（取組の多い市町村：岩見沢市、蘭越町、奈井江町、
新篠津村 等）

 開始年度：平成27年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

フェロモントラップとアカヒゲホソミドリカスミカメ（モニタリング対象害虫）

当該取組は、平成21年に道立農業試験場に
おいてとりまとめられた試験成績による予察技術
を用いた取組。

主作物は水稲であることから、空知、後志、石
狩等の水田地域で取り組まれており、平成27
年度1,869ha、平成28年度2,689ha、平成
29年度3,029haと、取組面積が拡大している。

スコア 評価（Ｓ～Ｃ）

実施区 対照区 実施区 対照区

４ ２ Ａ Ｂ

平成29年度に、水田における取組において、
「農業に有用な生物多様性の指標生物調
査・評価マニュアル」に基づく調査を実施。

調査の結果、当該取組では、スコア、評価とも
に実施区が対照区を上回った。

実施区においては、アシナガグモ類及びアカネ
類の個体数が対照区を上回っていた。

農薬の成分使用回数は、対照区の13回に
対して実施区は7回と低減されていたことによ
るものと考えられる。

【今後の方向性】
本取組の実施面積は、当該技術の普及ととも
にクリーン農業に対する意識の向上から取組が
進んだものと考える。
本道においては、「北海道クリーン農業推進計
画（第６期）」等に即し、土づくりを基本に、
化学肥料や化学合成農薬の削減割合を高
めるなど、環境保全の効果が高いクリーン農業
の取組を推進していくこととしており、今後も、
技術の普及とともに本交付金を活用した取組
の推進を図っていく。
【その他】
蘭越町では、地域を貫流する一級河川「尻別
川」の水質が安定的に向上しており、通算で
17回清流日本一となっている。
今年まで９年連続の日本一
受賞の背景には、平成23年
度から開始された環境保全型
農業直接支払制度を活用し
た特別栽培米生産の取組が
大きく寄与していると考えられる。
（蘭越町における当該取組の実施面積は472ha（H29））



＜青森県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組
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有機農業の取組
導入指針に定められた農業生産方式を導入し、農産物の生産過程
等において、有機農産物の日本農林規格に示された肥料及び農薬
を使用して栽培

 実施面積：245ha（29年度実績）
 実施件数：29件
 実施地域：中泊町、八戸市、おいらせ町ほか、15市町
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

弘前市のキャベツ栽培ほ場

本交付金の創設以前から、取り組んでいる農
業者が多く、平成27年度からは組織化して取
組を拡大。

環境交付金に取り組む15市町全てで、取り組
まれており、29年度は、29件245haで実施さ
れている。

有機農業者の取組拡大への関心が高まり、生
産技術の向上、普及等を目的とした生産者組
織が平成30年１月に設立された。

実施
面積
（ha）

スコア 評価

実施区 対照区 実施区 対照区

245 ６ １ Ａ Ｂ

平成29年度に、調査マニュアルによる生き物
調査を２件の支援対象者において実施。

調査の結果、実施区の評価はＡで、生物多
様性が高く、取り組みを継続するのが望ましい
との結果になった。

効果が高い結果となった要因として、実施面積
も県内の取組の中で大きいことが挙げられる。

また、調査ほ場は有機農業の取組期間が長い
ため、より効果の高い結果となった。

【今後の方向性】

【その他】（当該取組で特筆すべき事項）

有機農業等に係る実態を調査し、把握した、
実取組者への働きかけ、未実施市町村への
取組支援など、制度を広く周知し、取組面積
を拡大する。
また、現状では、少人数の組織が多く、個別
の取組が多い状況であるため、情報交換、技
術交流に向けて、平成30年１月に設立した
「有機農業推進協議会」に誘導する。

県域の有機農業者組織が設立され、
① 栽培講習会による栽培技術の向上
② 新規参入者、新規就農者への技術継承
③ 消費者を対象としたイベントの開催
等の実施が予定されており、今後の取組拡大
の一翼を担う見込となっている。



＜宮城県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組
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炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する
取組
主作物の栽培期間の前後いずれかに、C/N比 10以上の堆肥を
施用することで、地球温暖化防止に効果の高い取組

 実施面積：2,805ha（29年度実績）
 実施件数：67件
 実施地域：大崎市、登米市、角田市など
 開始年度：平成25年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

堆肥施用の取組

交付金の創設以前から堆肥の施用は営農の
一環として実施されていたが、交付金事業の
支援対象取組となってから、C/N比が10以上
の炭素貯留効果の高い堆肥で、かつ、完熟し
た優良堆肥を施用するよう意識が高くなった。

当該取組は、県内一円で取組まれており、
特に水田での取組面積で拡大している。

交付金では取組開始の平成25年度には
727haの取組であったが、直近（平成29年
度）では67件2,805haで実施された。

単位あたり
温室効果ガス削減量
(ｔ-CO2/年/ha)

実施面積
(ha)

温室効果
ガス削減量

(ｔ-CO2/年)

1.97 2,805 5,525.9

農業環境変動研究センターが公開する「土壌
のCO2吸収「見える化」サイト」による調査を、平
成29年度に堆肥施用の取組22件で実施した。
調査の結果，単位あたり温室効果ガス削減量
は1.97t-CO2/年/ha、実施面積を考慮した削
減量は5,525.9ｔ-CO2/年となり、自動車
2,402台分相当のCO2削減量となった。
（※1年間に自動車１台当たり温室効果ガス
排出量を2.3t-CO2とした。）

高い効果を示した要因は，堆肥の中でも
C/N比が高い牛ふん堆肥の利用が多いことに
加え、実施面積が大きかったことが挙げられる。

【今後の方向性】

【その他】（当該取組で特筆すべき事項）

取組による効果の総量をさらに高めるため、
取組面積の拡大をさらに推進し、31年には
3,000ha（平成29年度実施面積の
1.07%)まで拡大したい。
そのため、良質な堆肥を十分確保できるよう
畜産農家等との連携を更に図っていく。

地球温暖化防止効果は、地域住民への
PRが難しい効果であるが、当該取組が盛ん
な栗原市瀬峰地域では、耕畜連携により
循環型農業の確立を目指しており、良質な
堆肥を使って環境に優しい方法で栽培した
農産物「エコ・せみね」のブランド化に取り組
んでいる。

大崎市松山地域では、優良な
堆肥を施用した環境保全型
農業で生産された酒米を地元
酒造会社と契約栽培し、付加
価値の高い米づくりを進めると
ともに、自然との共生と持続可能
な農業の両立に取り組んでいる。



＜宮城県＞ 生物多様性保全効果の高い取組
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冬期湛水管理の取組

水稲作付け後の水田に、２ヶ月間以上の冬期間水を張る
ことで、生物多様性保全に効果の高い取組

 実施面積：588ha（29年度実績）
 実施件数：40件
 実施地域：栗原市、登米市、大崎市など
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

冬期湛水管理の状況

交付金の創設以前から県北部の蕪栗沼・伊
豆沼の周辺の個々の生産者が平成10年度か
ら取組み始めたが、平成15年度以降は地域の
集落単位で取り組まれるようになった。平成23
年度からは、交付金の全国共通取組となり、
平成27年度からは地域特認取組として実施し
ている。 冬期湛水管理は、「ふゆみずたんぼ」
と呼ばれ、菌類やイトミミズ、カエルなどの多様な
生物を息づかせ、人間と自然の共生を可能にし
ている。

主に稲作地帯である県北部で取組が拡大して
いる。

スコア 評価（Ｓ～Ｃ）

実施区 対照区 実施区 対照区

9 7 Ｓ Ａ

農業環境変動研究センター等が作成した
「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・
評価マニュアル」による調査を、平成29年度に
冬期湛水管理の取組１件の支援対象者に
おいて実施した。
調査の結果、S、A、B、Cの４段階評価のうち
実施区はS評価、対照区はA評価となり、実施
区の方が高い結果となった。

高い効果が得られた要因としては、長年、同じ
ほ場で冬期湛水管理が取組まれたことにより、
生物が生育し易い自然環境条件にあったことが
挙げられる。

今回の調査では、コモリグモ類、イトトンボ類で
実施区と対照区でスコアに差がついた。

【今後の方向性】

【その他】（当該取組で特筆すべき事項）

取組による効果をさらに高めるため、取組面積
のさらなる拡大を推進し、平成31年度には
630ha(平成29年度実施面積の1.06%)
まで拡大したい。
地域ぐるみの取組が必要なため、市町村等と
連携し推進する。

平成15年からの「ふゆみずたんぼ」の取組
が契機となり、水田の湿地としての価値が
見直され、平成17年度（2005年）に
「蕪栗沼」は周辺の水田を広く含む世界
初の「水田」を冠したラムサール条約登録
湿地「蕪栗沼・周辺水田」となった。

大崎市田尻地域では、
冬期湛水管理で栽培され
た米を「ふゆみずたんぼ米」
として販売し、地球に優しい
農業を行っていることをPR
している。



＜栃木県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組
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カバークロップの作付け

主作物の栽培期間の前後のいずれかにカバークロップを
作付けする取組

 実施面積：2,913ha（29年度実績）
 実施件数：120件
 実施地域：県内全域
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

カバークロップ（オオムギ）の生育状況

カバークロップの
実施状況 27年度 28年度 29年度

実施面積(ha) 2,069 2,533 2,913

実施件数 89 109 120

県内における環境保全型農業直接支払事業
の実施面積のうち、カバークロップは約88％を
占める。

主な栽培体系は、主作物である水稲の収穫後
に、カバークロップと してオオムギを栽培し、３月
にすき込むものである。

実施面積は、毎年２割程度ずつ増加している。

単位あたり
温室効果ガス
削減量

（t-CO2/年/ha）

H29
実施面積

(ha)

H29
温室効果ガス
削減量

（t-CO2/年）

1.23 2,913 3,582.99

見える化サイトを用いた調査の結果、単位
あたり温室効果ガス削減量の県内平均値は
1.23t-CO2/年/haとなった。

平成29年度の実施面積を考慮した、１年
当たり削減量の値は自動車約1,558台分に
相当した。

オオムギの主産地である本県では、種子が入手
しやすく、栽培方法も確立されているオオムギを
利用したカバークロップの取組を面的に推進しや
すい素地があった。

【今後の方向性】

【その他】（当該取組で特筆すべき事項）

見える化サイトによる調査の結果、県内のカバー
クロップによる温室効果ガス削減効果は、年間で
自動車約1,558台分に及ぶことが明らかになり、
今後も継続して取組を推進することが重要と考
えられた。
取組による効果の総量を高めるためには、取組
面積の拡大が必要である。二毛作を実施してい
ない水稲生産者を中心にPRし、新たに取り組む
農業者の拡大を図ることが重要である。同時に、
取組の質を維持すことも重要であることから、カ
バークロップの適期播種や播種量の遵守につい
ても、指導に努める必要がある。

本県の冬期の気候は、非常に乾燥し、季節風
が強い。このため、ほ場表土の風食や、砂ぼこり
の近隣への飛散が懸念されるが、カバークロップ
で地表を被覆することにより、一定の抑制効果が
期待されている。また、降雨等による土壌流失
対策の機能から、防災効果についても指摘され
ている。



＜山梨県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組
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草生栽培

園地に麦類や牧草類を作付することにより、地球温暖化
防止に効果のある取組

 実施面積：37ha（29年度実績）
 実施件数：6件
 実施地域：山梨市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、

甲州市
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

活動実施中のほ場（ライムギ草生）

本交付金の創設以前から当該取組は実施
されていたが、より取組を広げるために平成23
年から地域特認取組として実施。

平成24年には、交付金の創設以前からの取
組農業者と連携して当該取組の普及を図った
結果、取組面積は46haまで拡大。

その後は農業者の高齢化等もあり、微減から
横ばい傾向であったが、平成29年から新規に
取り組む団体もあり、直近では6件、37haで
実施されている。

単位あたり
温室効果ガス
削減量

(t-CO2/年/ha)

実施面積
(ha)

温室効果
ガス
削減量

(t-CO2/年)

1.82 37 67.34

平成29年度に、「土壌のCO2吸収『見える化』
サイト」の方法による調査を、4件の支援対象
者において実施。

調査の結果、単位あたり温室効果ガス削減量
は1.82t- CO2 /年/ha、実施面積を考慮した
削減量は67.34t- CO2 /年となった（１年
あたりで自動車29台分のCO2削減に相当）。

部会単位で取り組む団体があることから実施
面積が大きく、効果が高くなっている。

【今後の方向性】

【その他】

草生栽培については、県内果樹地帯におい
て部会単位で実施されており、地域への波
及効果が高い。

今後は、新規に取組を開始した団体での面
積拡大を中心に取組を推進する。

部会単位で実施している産地においては、
草生栽培や減農薬栽培の取組（エコファー
マー）をPRすることで地域の桃ブランド確立
に貢献している。

新規に取組を開始した団体でも、特別栽培
農産物の認証を取得するなど、有利販売に
つなげる動きがある。



＜長野県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組
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総合的病害虫・雑草管理（IPM）と組み合わ
せた交信攪乱剤による害虫防除
化学合成農薬だけに依存することなく、交信攪乱剤の使
用を含む様々な防除技術を組み合わせて病害虫や雑草の
発生を抑制する取組

 実施面積：68ha（29年度実績）
 実施件数：９件
 実施地域：長野市、須坂市、飯綱町、松川町、

高森町
 開始年度：平成25年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

ピットフォールトラップ ウズキコモリグモ

 IPMについては、平成25年度から地域特認取
組として承認され、実施されている。

取組については件数及び実施面積について増
加傾向である。

県内各地域で取り組まれている。

 IPMに取り組んでいる団体等と連携しイベント
等を活用して推進している。

作物 指標生物 実施区 実施区 対照区

りんご

クモ類 44.3 72.7 25ピットフォールトラップ

クモ類 0 0 0見取り

カブリダニ類 1.3 3 1.7ブラッシング

アリ類 73 12 0.7ピットフォールトラップ

評価 A A B

ピットフォールトラップで行ったクモ類の調査で高い
値となった。全体としても、実施区は対照区よりも
高い評価だった。

化学合成農薬が削減されたことにより、実施区に
おけるピットフォールトラップによるクモ類の調査が
大幅に対照区を上回る結果になり、生物多様性
について高い評価になった。

【今後の方向性】

【その他】（当該取組で特筆すべき事項）

効果の総量を高めるため、総合的害虫・
雑草管理（IPM）の取組を推進していく。

 IPMを含む環境にやさしい農業推進に係る
研究会の開催や解説書・事例集等の作成
等を行っていく。

信州の環境にやさしい農産物（特別栽培
農産物）の認証件数の増加

環境フェア等のイベントなどを通して消費者等
への理解促進や販路の維持拡大を図る。

信州の環境に
やさしい農産物
認証マーク信州の環境にやさしい

農産物の販売（環境フェア）



＜新潟県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組

堆肥の施用

C/N比が10以上の堆肥を施用することで、土壌へのCO2貯留
が図られ、地球温暖化防止に効果のある取組

 実施面積：1,746ha（29年度実績）
 実施件数：72件
 実施地域：阿賀野市、新発田市、長岡市など県内

21市町村
 開始年度：平成25年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

マニュアスプレッダによる堆肥散布

交付金の創設以前から、畜産が盛んな地域を
中心に県内で広く実施されていたが、平成25
年に全国共通取組となった。

実施面積の推移
H25:1,247ha、H26:1,313ha、
H27:1,115ha、H28:1,557ha、
H29:1,746ha

阿賀野市、新発田市、長岡市等、県内21市
町村で実施。

市町村やJAが堆肥センターを運営し、散布まで
受託することで、地域の農業者が取り組みやす
い体制を整備している。

単位あたり温室
効果ガス削減量
（t-CO2/年/ha）

実施面積
(ha)

温室効果ガス
削減量

(t-CO2/年)

1.027 1,746 1,793

平成29年度に「見える化サイト」により、３件
の支援対象者の調査を実施。

調査の結果、単位面積あたりのCO2削減量
はカバークロップに劣るものの、実施面積を考
慮した削減量は1,793tで県内で最も高い取
組となった。

本県で堆肥散布の効果が大きくなった要因は、
取組面積が多いことによる。

これは、市町村やＪＡが運営する堆肥センター
など、堆肥散布を行う体制が整備されており、
農業者が取り組みやすい状況であることが挙げ
られる。

【今後の方向性】

単位面積あたりのCO2削減量が少ない結果と
なったが、単位面積あたりの堆肥散布量を急
激に増やすと、農作物の生育に悪影響を与え
る可能性もあるので、ほ場条件に合わせて散
布量を調整していく必要がある。

堆肥散布の取組は、地球温暖化防止だけで
なく、土づくりとしても有効な手段であり、栽培
面のサポートと併せて進めていく必要がある。

また、堆肥の量を確保する必要があるため、耕
畜連携の取組を推進する。
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＜新潟県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組

冬期湛水管理の取組

冬期間の水田に水を張ることで、水田地帯の多様な生き
ものの保全に効果のある取組

 実施面積：1,853ha（29年度実績）
 実施件数：170件
 実施地域：新発田市、上越市、佐渡市など21市町村
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

田んぼに水を張っている状態

交付金の創設当時は全国共通取組として、
実施されていたが、平成25年度から地域特認
として実施されている。

現在、交付金創設当時から面積は毎年増加
しており、交付金を活用した取組の中で一番
大きい面積で取り組まれている。

新発田市、上越市、佐渡市など、21市町村で
取り組まれている。

区 スコア 評価
実施区 ５ Ａ
対照区 ３ Ｂ

柏崎市で調査を実施（１ほ場）したところ、
実施区は特にトンボ（アカネ類）の羽化殻
が多く、高いスコア・評価となった。

冬期湛水の取組は、本県で一番多く取り組
まれており、面的な拡がりがあり、生物多様性
の効果が高いものと思われる。

【今後の方向性】

【その他】

これまでは、冬期湛水時に有機質肥料の投入
は行っていないケースが多かったが、生物多様性
保全の効果をより高めるために、湛水前～湛水
時の有機質肥料の投入を進める。

冬期湛水することにより、春の雑草が抑えられ
るケースが有り、除草剤の削減にもつながって
いる。

佐渡市の「朱鷺と暮らす郷認証制度」の技術
要件のひとつとなっており、付加価値を付けた
農産物販売につながっているケースもある。
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＜三重県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組

有機農業の取組

主作物の生産過程において、化学肥料・化学合成農薬を
使用しないことで、生物多様性保全効果の高い取組

 実施面積：191 ha（29年度実績）
 実施件数：15件
 実施地域：菰野町、津市、四日市市、伊賀市、

名張市など
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析
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↑ 県中部の
有機栽培水田

←
県北部の
有機栽培大豆ほ場

三重県内での当該取組は、県北部では大豆に
おける取組が多く、県中部では米や野菜におけ
る取組が多い。

有機農業は栽培技術が多様で、営農を安定
化させるまでに困難も多いが、消費者ニーズが
高く、取り組みたいと考える若手農業者や新規
就農者も多い。本交付金でも、野菜の有機農
業に取り組む若手農業者団体等では構成員
数が増加傾向となっている

生物多様性スコア

有機農業ほ場 慣行栽培ほ場
Ａ～Ｓ Ａ

Ｓ：生物多様性が非常に高い。取組を継続するのが望ましい。
Ａ：生物多様性が高い。取組を継続するのが望ましい。
Ｂ：生物多様性がやや低い。取組の改善が必要。
Ｃ：生物多様性が低い。取組の改善が必要。

調査の様子と指標生物

平成28年度、水田に
おいて「農業に有用な
生物多様性の指標生物
調査・評価マニュアル」に
基づき調査を実施した。
調査の結果、有機農業
ほ場の生物多様性スコア
はＡ～Ｓ、慣行栽培
ほ場のスコアはＡで、
有機農業ほ場で生物多様性がより高いことが
明らかになった。

有機農業の取組内容は多様であるが、平成28年に調査を行った米における取組については、経験豊富
な農業者も多いため、栽培技術の高さが環境保全効果が高い要因となっていると考えられる。

【今後の方向性】

【その他】

有機農産物は消費者ニーズも高く、東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会の農産物調達基準
でも推奨されることが示された。これらの需要に
対応できるよう、本交付金による当該取組の
支援を引き続き行うとともに、有機JAS認定に
関する研修等を開催し、認定の取得に向けた
支援も行っていく。

有機農業の取組では、堆肥や有機質資材の
施用が多く行われるため、生物多様性保全
効果に加え、 「土壌のCO2吸収「見える化」サ
イト」による調査から地球温暖化防止効果も
あることが確認できた。

アンケート調査から、有機農業の大豆の一部
はJAが通常価格の1.6～２倍、有機JAS
認証米は２倍程度で買い取っており、価値の
向上に成功している取組もある。



＜滋賀県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組
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IPMと組み合わせた畦畔の人手除草及び長期
中干し
病害虫・雑草の発生抑制手段を総合的に講じるIPMの
実践と併せて、機械等の人手による畦畔除草を行うこと
による、生物多様性保全に効果の高い取組

 実施面積：5,828ha（29年度実績）
 実施件数：374件
 実施地域：甲賀市、東近江市、高島市など
 開始年度：平成24年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

草刈機による畦畔除草

特認取組として導入される以前は、畦畔の
草刈りは一定実施されていたが、溝切りを伴う
長期中干しは実施されていなかった。そのため、
取組を推進するために、平成24年度より地域
特認取組として実施。

農業者に対して、除草剤を使用せずに草刈
機などで4回以上の畦畔除草を行うことやIPM
の実践などの普及を図った結果、県全域で
取組が拡大しており、直近では農業者団体等
の数は374件で、合計5,828haで実施されて
いる。

スコア 評価（Ｓ～Ｃ）

実施区 対照区 実施区 対照区

8 1 S C

平成29年度に、「農業に有用な生物多様性の
指標生物調査・評価マニュアル」の方法による
調査を実施。
調査の結果、スコアは８、評価は最高ランクの
Ｓとなり、生物多様性の保全に高い効果が示さ
れた。また、対照区と比較しても、大きな差が
認められた。

これまで本県で行った調査では、畦畔の草刈り
および減農薬栽培を行う水田において、対照区
と比べて、天敵や捕食性昆虫などの農業に有用
な生物の個体数は増加することが示されている。
これが今回の生物多様性保全効果が高くなった
結果の要因として挙げられる。

【今後の方向性】

【その他】

調査結果から、生物多様性保全に高い効果が
あることから、本県での基幹的な取組として位置
付け、環境こだわり米の作付面積割合50%の
目標達成に向け、引き続き推進していく。

水稲の出穂前後に、草刈機での畦畔除草を
徹底しイネ科雑草の穂を出さないことで、斑点
米の原因となるカメムシ類等を畦畔や本田に
寄せ付けず、品質向上に効果があるとともに、
草刈機で除草することにより、雑草の根による
畦の崩壊防止が図れている。



＜兵庫県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組

有機農業の取組

化学肥料・化学合成農薬を使用しないことによる、
生物多様性保全に効果の高い取組

 実施面積：534ha（29年度実績）
 実施件数：79件
 実施地域：豊岡市、丹波市、姫路市ほか17市町
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析
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有機栽培のほ場に舞い降りた野生のコウノトリ

本県では昭和48年に有機農業研究会が
発足する等、以前から有機農業が盛んな
地域である。
特に豊岡市を中心とした但馬地域では、コ
ウノトリの野生復帰事業と連動して、田んぼ
が餌場としての機能を持ち、コウノトリが野
外でも餌がとれるよう､かつ、安全な農産物
を生産できるよう､｢コウノトリ育む農法」の
作付けが年々拡大している。このほか、全
県で水稲や野菜を中心に有機農業の取
組が拡大しており、直近では 79件、
534haで実施されている。

平成29年度に農林水産省の委託プロジェクト
研究により開発した「農業に有用な生物多様
性の指標生物調査・評価マニュアル」により、
豊岡市において、生き物調査を行った。

実証区
評価（スコア）

対照区
評価（スコア）

Ｓ（８） Ａ（５）

実証区は冬期湛水、
中干延期も実施されて
いるため、スコアが高く
なった。
対照区は近隣ほ場で
あるが、農薬の使用
回数は少ないため（県
慣行ﾚﾍﾞﾙの５割程度）、
地域全体として生き物が多い。

【6月27日実施
カエル等の調査】

【今後の方向性】

【その他】

兵庫県では、平成37年度に有機農業実施
面積を1,200haと目標設定をしている。
現在、水稲や野菜栽培のマニュアルの作成を
進めており、今後は、特に県南部を中心に
取組を進めていく。

豊岡市では、地元小学生等との生きもの調査
や大手量販店との産地体験ツアーの実施等
を通じて、有機農業への理解を深める活動を
展開している。今後も引き続き、生産者・JA・
市町・県が一体となって認知度向上のための
PR活動に取り組んでいく。

【消費者とともに生き物調査の実施】



＜熊本県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組

カバークロップの取組
主作物の栽培期間の前後いずれかにカバークロップ
（緑肥）を作付けし土壌に還元することで、地球温暖化
防止に効果の高い取組

 実施面積：405ha（29年度実績）
 実施件数：90件
 実施地域：山鹿市、菊池市等

（32取組市町村のうち20市町村で実施）
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析
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カバークロップ（クリムソンクローバー）作付状況

県内では平成23年度からカバークロップの
取組が行われており、多くは水稲栽培が行
われている。

取組面積は県北地域で多く、山鹿市
（161ha）及び菊池市（48ha）で県
内の取組面積の約5割を占める。

直近では90件、405haで実施されている。

最も取組面積の多い山鹿市の実施状況

単位あたり温室
効果ガス削減量
（t-CO2/年/ha）

実施
面積
（ha）

温室効果ガス
削減量

（t-CO2/年）

1.88 405 761.4

平成29年に、「見える化サイト」による調査を
18件の支援対象者に対し実施。調査の結果、
単位あたり温室効果削減量は1.88t-CO2/年
/ha、実施面積を考慮した削減量は761.4t-
CO2/年となり県内の取組で最も高い結果と
なった（1年あたりで自動車331.0台分のCO2
削減に相当）。

単位（t-CO2/年/ha）あたり温室効果ガス
削減量において最も効果が高かった取組は
「堆肥の施用（2.54）」であった。

県内における地球温暖化防止効果として
「カバークロップの取組」が高い結果となった。
要因は、取組面積が大きく寄与したためである。

【今後の方向性】

【その他】

取組による効果の総量をさらに高めるためには、
取組面積の拡大を図る必要がある。
そのためには、取組見込のある市町村やJA等に
対し積極的に推進を図り、新規取組の掘り起し
を進める。

山鹿市の事例（農事組合法人庄の夢）では、
カバークロップとして「クリムソンクローバー」が作付
けされており、肥料効果以外に景観作物として
の特性を活かし、クローバーの開花期に併せて毎
年都市住民との交流イベントが開催されている。

このイベントでは、団体が栽培するブランド米や
地域の特産物の試食販売を
行うほか、種苗メーカーと連携
した緑肥作物の展示圃等も
設置されており、消費者のみ
ならず他の生産者に対する
環境保全型農業の取組に
対する理解を深める機会と
なっている。



＜大分県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組

堆肥の施用
堆肥を施用することで、炭素貯留効果が高まり、二酸化
炭素の排出を抑制するため、地球温暖化防止に効果が
高い取組

 実施面積：実施面積： 154ha（29年度実績）
 実施件数：11件
 実施地域：九重町、竹田市、由布市、佐伯市など
 開始年度：平成24年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析
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佐伯市の取組圃場とWCSによる地域循環の取組

本県では、以前から畜産農家と耕種農家の
連携による循環型農業の推進を図っており、
堆肥の地域内供給体制の構築が進んで
いる。

このことから、県下でも畜産業の盛んな地域
において、特色ある稲作体系も定着しており、
交付金の創設により「堆肥の施用」の取組が
県下でも大きな面積となっている。

単位あたり
温室効果ガス
削減量

(t-CO2/年ha)

実施面積
(ha)

温室効果ガス
削減量

(t-CO2/年)

3.07 154 472

平成29年度に「見える化サイト」を用いた調査
を11件の支援対象者において実施した結果、
単位あたり温室効果ガス削減量、実施面積を
考慮した削減量共に、県内の取組で最も高い
結果となった。

効果が高くなった要因として、堆肥の施用を年
１～３t/ha投入していること、取組面積が県
内の取組の中で一番大きいことによる。

【今後の方向性】

【その他】

畜産地帯という地域性を活かし、良質な堆肥
の供給による循環農業をさらに進め、取組面
積の拡大を図り効果の総量を高める。

より取組拡大を図るためには、取組の効果に
ついて、消費者等への情報発信や交流による
理解醸成と、付加価値の高い取組の導入を
図る。

堆肥を投入し、土作りをすることで化学肥料
や農薬を控え、有機肥料を使って農作物や
土の能力を生かした栽培により、品質の高い
特別栽培米として有利
販売につながっており、
地域を代表する銘柄
米も生まれている。

佐伯市の取組団体による
特別栽培米「いちのくち」



＜宮崎県＞ 地球温暖化防止に効果の高い取組

堆肥の施用
化学農薬・化学肥料の5割以上の削減と併せて、炭素貯
留効果の高い堆肥の施用を行い、地球温暖化防止に効果
のある取組

 実施面積：151ha（29年度実績）
 実施件数：6件
 実施地域：宮崎市、都城市、えびの市、日向市、

美郷町、高千穂町
 開始年度：平成27年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

17

本交付金の創設以前から当該取組は実
施されていたが、より取組を広げるために、
水田地帯での導入を図った。

また、平成27年からは畑作の大規模生産
者においても取組が拡大。直近では6件
151ha（平成29年度）で実施されている。

今回の調査で最も地球温暖化防止効果の高かった
高千穂町の農村景観

平成29年度に6件の支援対象者において、
「見える化サイトを用いた調査」を実施。

単位当たり温室効果ガス削減量は
247.6t-CO2/年と県内の取組で最も高い
結果となった（1年あたりで自動車108台
分のCO2削減に相当）。

効果が高くなった要因として、他の取組より
取組面積が大きいことがあげられる。

本県は肉用牛の飼養頭数が全国で３位で
あり、堆肥を利用しやすい環境にあることが
面積を伸ばせた要因となっている。

【今後の方向性】

【その他】

取組による効果の総量をさらに高めるため、取
組面積の拡大をさらに推進したい。

そのためには良質な堆肥の確保が必要である
が、県内の畜産農家との連携を推進していき
たい。

地球温暖化防止効果は、地域住民へのPR
が難しい効果ではあるが、今回の調査で最も
地球温暖化防止効果の高い結果となった高
千穂町では、安心・安全にこだわって生産して
いることをPRポイントとして「高千穂棚田米
ひのひかり 特別栽培米」を販売している。

単位当たり温室
効果ガス削減量

H29取組
面積

温室効果ガス
削減量

自動車台数
換算削減量

(t-CO2/年/ha) (ha) (t-CO2/年) (台)

1.64 151 247.6 108



＜鹿児島県＞ 生物多様性保全に効果の高い取組

有機農業の取組
化学肥料や農薬等を使用せず、環境負荷を大幅に削減
することにより、生物多様性の保全に高い効果が得られ
る取組

 実施面積：714ha（29年度実績）
 実施件数：34件
 実施地域：霧島市、南九州市、志布志市など
 開始年度：平成23年度

実施状況 今後の方向性等調査結果

要因分析

18

合鴨を活用した有機農業

本交付金の創設以前から当該取組は実施
されており、お茶や水稲を中心に拡大して
いる。

有機農業取組 実施面積の推移（単位：ha)

年 度 H27 H28 H29
南九州市 86 84 106
霧島市 143 185 184
志布志市 28 65 83
鹿児島県計 567 638 714
県計にはその他市町村含む

調査
件数

実施
面積
(ha)

調査結果
スコア 評価（S～C）

実施区 対照区 実施区 対照区

1 714 8 3 Ｓ Ｂ

平成29年度に、調査マニュアルの調査方法
（九州の水田：指標生物５種類）に基づき
実施。
調査の結果、対象区のスコア３（B)に対し、
実施区はスコア８（S）と、捕食生の昆虫が
多いという結果となり、有機農業の取組は生物の
多様性に高い効果を与えることが確認された。

効果が高い結果となった要因は、調査対象ほ場
が平成18年度に有機JAS認証を取得するなど、
地域の先導的な農家のほ場であることや、周辺
のほ場も、有機や特別栽培農産物の取組を
しているほ場で囲まれているなど条件が整って
いたことがある。

【今後の方向性】

【その他】

県有機農業推進計画（平成27年3月）での、
経営耕地面積に占める有機農業の取組面積
目標を平成31年度までに、1.3％（1,000ha）
としている。

有機農業の実践農家向けの有機農業の手引
書を平成30年度作成予定である。

また、平成29年度に実施した市町村アンケート
調査においても、平成31年度までに68％が
有機農業の取組を拡大（実施市町村）又は
新たに取り組みたい（未実施市町村）としている。

市町村アンケート調査結果(回答数22市町村）

今後拡大 新規取組 現状維持 今後縮小

13 ２ ６ １

取組農家へのアンケート(南九州市）によると、
お茶については有機JAS認証等を表示することに
より、独自の販売先を開拓し、慣行に比べ2～3
割の価格差が得られたと回答している。

有機栽培米を使った米粉パンなどの6次産業化
を目指す動きがある。
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