
- 1 -

環境保全型農業直接支払交付金に係る地球温暖化防止効果等を把握するための

試行調査実施要領

第１ 地球温暖化防止効果

１ 効果算定手法

国立開発研究法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センタ

ー（旧・農業環境技術研究所）が公開する「土壌のＣＯ 吸収「見える化」サイト」2

（別添１）を活用する。

２ 効果算定対象取組ほ場

北海道農政事務所及び各地方農政局（以下｢地方農政局等｣という。）ごとに、以下

の４つの取組ほ場それぞれにおいて効果算定を実施する。

①カバークロップの取組ほ場（水稲）

②カバークロップの取組ほ場（畑作物）

③炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用の取組ほ場（水稲）

④炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用の取組ほ場（畑作物）

３ 算定対象

２の効果算定対象取組ほ場において、おおむね５ha以上の面積で環境直接支払の

交付を受けている農業者が組織する団体等（以下「対象団体」という。）を算定対象

とし、地方農政局等は都道府県及び市町村と連携し、対象団体を選定する（地方農

政局等は最低４取組を選定）。

４ 効果算定の実施主体

効果算定は対象団体が実施する。

５ 実施時期

平成28年８月末日まで

６ 報告

(1) 対象団体は、算定結果を別紙様式１に取りまとめ、市町村担当者へ提出する。

(2) 市町村担当者は、対象団体から提出のあった算定結果(別紙様式１)を都道府県

及び地方農政局等へ同時に提出する。

(3) 地方農政局等は、市町村を経由して対象団体から提出のあった算定結果（別紙

様式１）をエクセルファイルに入力した状態で９月30日までに生産局農業環境対

策課へ提出する。

参考資料１
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第２ 生物多様性保全効果

１ 調査手法

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」（別添２）を活用する。

マニュアルのURL：http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/shihyo/index.html

２ 調査対象取組ほ場

地方農政局ごとに、可能な限り①有機農業、②地域特認取組（冬期湛水管理）、③

地域特認取組（ＩＰＭ、江の設置など生物多様性保全効果のある取組）の全ての取

組ほ場において調査を実施する。

なお、環境直接支払による効果を把握するために、取組ほ場においては、環境直

接支払対象ほ場とその近隣で慣行農法で営農されているほ場（対照区）について調

査を実施する。

３ 調査対象

調査対象ほ場は水田（水稲作付ほ場）とし、地方農政局等は都道府県及び市町村

と連携し、取組ほ場及び対照区を選定する。

４ 調査実施主体

調査は取組対象ほ場が存する都道府県が実施する。

５ 実施時期

平成28年８月末日まで

６ 報告

(1) 都道府県は、調査結果を別紙様式２に取りまとめ、地方農政局等へ提出する。

(2) 地方農政局等は、都道府県から提出のあった調査結果（別紙様式２）をエクセ

ルファイルに入力した状態で９月30日までに生産局農業環境対策課へ提出する。

第３ アンケート調査

地球温暖化防止及び生物多様性保全効果だけでなく、それ以外の効果（農業の持

続的な発展、地域への波及・活性化等）も含めた環境直接支払による効果を把握・

検証するため、対象団体、市町村、都道府県等を対象としたアンケート調査（試行）

を実施する（別添３）。

なお、アンケート調査の内容等については、第三者委員会の議論を踏まえ別途通

知する。
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Web上で土壌炭素を計算するサイトを開発・公表

別添１

１



まず、場所を選択。自動的に、気象と土壌の情報を取得

２



次に、作物と、作物残渣の管理を選択。

• 収量や残渣投入量のデフォルト値が自動的に表示。
• 自分の数字を使いたい場合は直接入力OK ３



次に、堆肥と化学肥料の施用量を設定。

• 堆肥投入量のデフォルト値が自動的に表示。
• 自分の数字を使いたい場合は直接入力OK

窒素

４



• 確認画面。

• 「あなたの管理」と「標
準的管理」を自動表示

• 自分の数字を使いた
い場合は直接入力OK

５



結果の表示。簡単操作で、有機物管理の効果を試算できます。

６



CH4とN2Oおよび、化石燃料消費も加えた総合評価が
できるように拡充。

機能を拡充

７



見える化：意思決定の支援のために

「結局全体としてどうなのか？」

土壌の炭素が増加
（CO2の削減）

・CH4やN2Oが増加

・堆肥の製造・運搬・散布の化石
燃料消費が増加？

プラスの効果 マイナスの効果

LCA: 物質やエネルギーの流れの全体を把握して、
環境負荷や環境影響を総合的に評価

例えば、有機物投入を増やすと。。

GWP（Global Warming Potential; 地球
温暖化係数）
を用いて、3つのガスをCO2換算できる。
CO2＝１、CH4=25、N2O＝298

８



農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアルについて
○ 農水省は、委託プロジェクト研究「農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発」（平成20～23年度）にお

いて、環境保全型農業の生物多様性保全効果を科学的に評価するための手法を開発。

○ 指標となる生物（主に害虫の天敵となる昆虫類）の個体数を調査し、それを点数化することで環境保全型農業の取
組効果を評価。

・地区は、北日本、関東、中部、近畿、中国・四国、九州を設定し、作目は（水田、果樹・野菜など）を設定。

・指標生物は、アシナガグモ類、コモリグモ類、トンボ類、カエル類、水生コウチュウ・水生カメムシ類等（水田の例）を設
定（地区や作目によって異なる）。

評価マニュアルの概要

・評価は、各指標生物を調査し、得られた個体数を基準として点数（スコア）をつけて実施。

・スコアは指標生物ごとに３段階の値で表し、各指標生物のスコアを合計して総スコアを計算し、総スコアによって効
果をＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で評価。

・マニュアル作
成時のデータ収
集（北⽇本）は
Ａ県から離れた
県で実施された
ため、Ａ県は評
価マニュアルが
県内でも適応可
能か調査・検討
を独⾃に実施。

・⽣物多様性に
配慮した管理を
⾏っている⽔⽥
の評価が⾼い傾
向となった。

⽔⽥における地域別指標⽣物

指標⽣物、調査法およびスコア例（北⽇本）
５種類の合計スコ
アから環境保全型
農業の効果を評価

実際に調査を⾏った事例（北⽇本のＡ県）

別添２



（２）環境保全型農業の普及
・ 環境保全型農業の普及につながっているか。

（１）環境保全効果の発揮
①地球温暖化防止に貢献しているか。
②生物多様性保全に貢献しているか。
③地球温暖化防止や生物多様性保全だけでなくその他の自然環境の保全にも貢献しているか。

（１）農業の持続的な発展
①土づくりをはじめとした営農技術の実践により、持続的な営農環境の確保につながっているか。
②環境保全型農業への新規就農者や転換者の参入・定着につながっているか。

（２）地域への波及・活性化
①地域住民や消費者・実需者との交流が行われるなど活性化が図られるとともに、消費者等の環境保全型
農業に対する理解が進んでいるか。

②地域で連携して取り組むことでブランドが形成され有利販売につながるなど、地域経済の発展につな
がっているか。

③未利用農地の活用が図られるなど、地域資源の保全・活用などにもつながっているか。

１．評価の基本的な考え方
（１）点検・評価の視点

○環境保全型農業直接支払交付金の取組状況

【点検の視点】

【評価の視点】

１．環境保全への直接的な効果

２．環境保全効果以外の効果

１

別添３



○ 中間年評価においては、必要なデータを収集・分析し、取組状況の点検及び施策の評価を行う。

取組状況の点検（毎年度）

・エコファーマー、特別栽培農産物認証、有機
ＪＡＳ認定面積等（全国段階、地区別）

・市町村における有機農業の推進体制の状況
※統計資料やアンケートによって把握

１．評価の基本的な考え方
（２）中間年評価の内容

施策の評価（中間年）

○環境保全型農業直接支払
交付金の取組状況

【評価の視点】

(２)環境保全型農業の普及

(１)環境保全効果の発揮

(１)農業の持続的な発展

(２)地域への波及・活性化

【点検の視点】

・地球温暖化防止や生物多様性保全の効果測定
・地球温暖化防止や生物多様性保全だけでなくそ
の他の環境保全効果に貢献している事例調査

・土づくり等による持続的な営農環境の確保や
収量・品質向上の状況

・新規就農などの人材確保や人材育成の状況
※アンケートや事例調査によって把握

・推進活動を通じた理解増進の進捗状況
・ブランドの確立や農産物の販売価格等の状況
・地域資源の保全、活用等の状況
※アンケートや事例調査によって把握

・取組市町村数、取組件数、取組面積
・地域別、作物別、地域特認取組の取組状況
・推進活動の実施状況

○実施状況や取組の効
果を把握し、より効
果の発現が期待され
るような方策につい
て検討
・対象活動の内容
・推進活動の内容
・実施主体の組織の
あり方

○優良な取組を横展開

【分析項目】

【分析項目】

【中間年評価】

２

○国及び地方公共団体
は、実施状況を踏ま
え、必要に応じ指
導・助言

【毎年度】

２．環境保全効果以外
の効果

１．環境保全への直接
的な効果



２．評価に関する調査の方法
（１）評価の視点と調査方法

３

①実績
報告書

②統計
資料

③効果
測定

④アン
ケート

⑤事例
収集

取組が順調に推移しているか
取組市町村数、取組件数、取組面積、地
域別・作物別の取組状況、地域特認取組
の取組状況、推進活動の実施状況

国、
都道府県、
市町村

○ 年次推移等を整理

（１）地球温暖化防止に貢献してい
るか

地球温暖化防止の効果
市町村、
活動組織

○ ○
市町村が取組者からの報告を取りまとめて都道
府県に報告（見える化サイトを活用）、市町村や活
動組織へのアンケート調査により効果把握

（２）生物多様性保全に貢献してい
るか

生物多様性保全の効果 都道府県 ○ ○ ○
都道府県が一部地域で生きもの調査を実施、市
町村や活動組織へのアンケート調査により効果
把握、効果の高い取組の事例を整理

（３）地球温暖化防止や生物多様性
保全だけでなくその他の自然環境
の保全にも貢献しているか

地球温暖化防止、生物多様性保全だけで
なくその他の環境保全効果

市町村、
活動組織

○ ○
市町村や活動組織へのアンケート調査により効
果把握、効果の高い取組の事例を整理

エコファーマー、特別栽培農産物認証、有
機ＪＡＳの取組状況

国、
都道府県、
市町村

○ ○
エコファーマー、特別栽培農産物認証、有機ＪＡＳ
認証の年次推移を整理

市町村における有機農業の推進体制の状
況

市町村 ○ ○
市町村へのアンケート調査により市町村の体制を
把握、効果の高い取組の事例を整理

（１）土づくりをはじめとした営農技術
の実践により、持続的な営農環境
の確保につながっているか

持続的な営農環境の確保の状況
市町村、
活動組織

○ ○
市町村や活動組織へのアンケート調査により、地
力維持や収量・品質向上等の状況を把握、効果
の高い取組の事例を整理

（２）環境保全型農業への新規就農
者や転換者の参入・定着につな
がっているか

新規就農者や転換者の状況
市町村、
活動組織

○ ○
市町村や活動組織へのアンケート調査により、新
規就農者等の参入状況を把握、効果の高い取組
の事例を整理

（１）地域住民や消費者・実需者との
交流が行われるなど活性化が図ら
れるとともに、消費者等の環境保全
型農業に対する理解が進んでいる
か

交流会の実施状況や地域住民・消費者等
の意識変化・理解度

市町村、
活動組織等

○ ○ ○
市町村や活動組織等へのアンケート調査により
取組状況や取組に対する理解度を把握、効果の
高い取組の事例を整理

（２）地域で連携して取り組むことで
ブランドが形成され有利販売につな
がるなど、地域経済の発展にもつな
がっているか

農産物のブランド化や高付加価値化の状
況

市町村、
活動組織

○ ○
市町村や活動組織へのアンケート調査によりブラ
ンドの確立や高付加価値販売の状況を把握、効
果の高い取組の事例を整理

（３）未利用農地の活用が図られる
など、地域資源の保全・活用などに
もつながっているか

地域資源の保全・活用の状況
市町村、
活動組織

○ ○
市町村や活動組織へのアンケート調査により地
域資源の保全・活用の状況を把握、効果の高い
取組の事例を整理

【評価】
　２．環境保全効果以外の効果

具体的な調査内容点検・評価の視点 主な調査の視点 調査主体

【点検】
（１）環境保全型農業直接支払交付金の取組状況

環境保全型農業の普及につながっ
ているか

情報収集又は調査の方法

（１）農業の持続的な発展

（２）地域への波及・活性化

【評価】
　１．環境保全への直接的な効果

（１）環境保全型農業の発揮

（２）環境保全効果の普及
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